
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
連続する多数の袋１、１´・・・・内に各 ２、２´・・・・
を収容し、隣接するアサガオ形コイルスプリング２、２´の上下が逆の組み合せとなるよ
うに平板状に配列した からなるポケットコイル構造体 、

、
ことを特徴とする からな

るポケットコイル構造体。
【請求項２】
スプリング列３を蛇行させて矩形な平板状に配列してポケツトコイルスプリングシート４
を形成してなる請求項１記載のアサガオ形コイルスプリングからなるポケットコイル構造
体。
【請求項３】
連続する多数の 袋１、１´・・・・の長さをマットレスの幅 長さのものとし
、袋１内 ２を同一方向に収容した複数の一定長さのスプリ
ング列３、３´・・・・を形成し、隣接するスプリング列３、３´を上下逆向きに並列に
配してなる からなるポケットコイル構造体
。
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【発明の詳細な説明】
【００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、連続する多数の袋部内に各アサガオスプリングを収容し、平板状に配列したポ
ケットコイル構造体に関するものである。
【００２】
【従来技術】
従来より、ベッド用マットレスに使用されるスプリング構造体として、連続する多数の袋
部内に、樽形スプリングを収容し、平板状に配列したポケットコイル構造体のものは知ら
れている（例えば特公昭５６－３６９３１号）。
【００３】
上記のようなポケットコイル構造体のものは、隣接する袋と袋の高さ方向の中央部で接着
等により連結し、ポケットコイル自体は袋に収容された状態であり、連結はされていない
ものであるため、コイル間の接触箇所は樽形スプリングの最大径部分である高さ方向の中
央部分となり、コイルの上下部分はフリーの状態で、荷重のかかった箇所のコイルのみが
たわみ、隣接するコイルに影響を及ぼさないクッション特性を有したものである。
【００４】
しかし、収容する袋は連続する帯状の布を幅方向に２つ折りとし端部を熱溶着し、長さ方
向を一定のピッチで直線的に熱溶着して袋部を形成したものであるため、袋部と樽形コイ
ルの形状が一致せず、樽形コイルの大きさに対して袋部は上下の部分が大きなため、また
、樽形コイル間も上下部分では接触しておらずフリーな状態であるため、実際の使用時に
繰り返し荷重がかった場合、袋部内で樽形コイルが踊る現象が起こり、隣接するコイルの
巻径部に引っかかったり、斜めの状態になったりし、荷重が取り除かれた後、 形コイル
が正常に復帰せず、形状不良が起こったり、荷重のかかっていた箇所がへこんだままで復
帰しない状態が起こりがちであった。
【００５】
【発明が解決しようとする課題】
袋部内に収容するコイルをアサガオ形のコイルにすることにより、隣接するコイル間の遊
びをなくし、形状不良の起きにくいポケットコイル構造体を提供することを目的とするも
のである。
【００６】
【課題を解決するための手段】
連続する多数の袋１、１´・・・・内に各 ２、２´・・・・
を収容し、隣接するアサガオ形コイルスプリング２、２´の上下が逆の組み合せとなるよ
うに平板状に配列した からなるポケットコイル構造体 、

、
からな

るポケットコイル構造体である。
【００７】
【作用】
平板状に配列された袋１、１′・・・・内に収容した ２，２
′・・・・は、各隣接する ２，２′・・・・の上下が逆の組
合せとなっているため、袋１、１′・・・・を介して上下間が線状の接触となり、該

２、２′間の遊びが無いため、袋１内での
２の踊る現象が起こらず、型くずれを起こさない。

【００８】
また、該 ２、２′間に遊びが無いことにより、荷重に対して

２は上下のたわみに強制され正常なクッション特性を発揮す
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ることができる。
【００９】
【実施例】
本発明の実施例を図面に基づいて説明すると、図１に示すように、連続する多数の袋１、
１′・・・・内には ２が封入され、その隣接する袋１、１′
・・・・内の ２、２′・・・・は上下関係が逆になるように
封入されており、連続する袋１、１′・・・・内に ２、２′
を封入したスプリング列３はマットレスの幅方向で折り返し（折り返しはマットレスの幅
方向に限定するものではなく、長さ方向でもかまわない）蛇行させて矩形な平板状に配列
しポケットスプリングシート４を形成している。
【０１０】
該ポケットスプリングシート４の上下の外周には枠線５を配してホックリング６、６′・
・・・により ２，２′に固定している。
【０１１】
次に ２，２′・・・・の袋１への封入状態については図２に
示すように、熱溶着可能な帯状の布７を幅方向中央で２つ折りし、端部８、８′を高周波
ウエルダーで熱溶着して第１のウエルダー部９を形成し、筒状とした後

２を圧縮状態で筒状内に挿入し縦方向に同様に熱溶着により第２のウエルダー
部１０，１０′を形成して筒状内を仕切ることにより連続する袋１、１′・・・・を形成
するもので、隣接する袋１、１′・・・・の形状が互いに逆の台形状になるように第１の
ウエルダー部９に対して第２のウエルダー部１０は垂直でなく傾斜しており、次の第２の
ウエルダー部１０′は逆傾斜となっている。
【０１２】
圧縮状態で封入されている ２は起こしてやる際に隣接する

２、２′・・・・を順次、逆起こしにすることで図２に示すよ
うな隣接する ２、２′・・・・が上下が逆の関係になるよう
に連続する袋１，１′・・・・内に収容したものである。
【０１３】
袋１の形状を ２の形状に沿うような台形としたことで

２が袋１内で踊るスペースが無くなり、形状変形を起こさない安定
したポケッ スプリングシート４を形成することができる。
【０１４】
前述のように、袋１の形状を台形にすることが好ましいが、図３に示すように第１のウエ
ルダー部９と第２のウエルダー部１０，１０′が垂直な関係のものでもかまわない。
【０１５】
蛇行させて互いに隣接するスプリング列３、３′・・・・は図４に示すように

２の高さ方向中央部に当たる袋１、１′間をホットメルト接着１１、１
１′・・・・により連結されている。
【０１６】
次に別の実施例について説明すると、連続する多数の袋１、１′・・・・の長さをマット
レスの幅あるいわ、長さのものとし、袋１内に ２を同一方向
に収容した複数の一定長さのスプリング列３、３′・・・・を形成し、これを図５に示す
ように、隣接するスプリング列３、３′を上下逆向きにして
２の中央部に当たる袋１、１′間をホットメルト接着１１、１１′・・・・により連結し
てポケットスプリングシート４を形成したものでもかまわない。
【０１７】
【発明の効果】
本発明のものの場合、ポケットコイル構造体のコイルとして
２を適用し、隣接する ２、２′・・・・の位置関係を上下逆
となるように組上げたことにより、隣接するコイル同士の接触点が従来の樽形コイルの点

10

20

30

40

50

(3) JP 3553346 B2 2004.8.11

アサガオ形コイルスプリング
アサガオ形コイルスプリング

アサガオ形コイルスプリング

アサガオ形コイルスプリング

アサガオ形コイルスプリング

アサガオ形コイル
スプリング

アサガオ形コイルスプリング ア
サガオ形コイルスプリング

アサガオ形コイルスプリング

アサガオ形コイルスプリング アサガ
オ形コイルスプリング

ト

アサガオ形
コイルスプリング

アサガオ形コイルスプリング

アサガオ形コイルスプリング

アサガオ形コイルスプリング
アサガオ形コイルスプリング



接触に対して線接触となるため、マットレスのポケットスプリング構造体に適用した場合
、実際の長期間の使用における繰り返しの荷重に対して、袋１内で

２が踊る現象が起こらず、隣接するコイル間で斜めの状態となったり、コイルの巻
径同士が引っかかったりすることが無く、 ２が正規の上下間
で変形するように強制されるため、荷重撤去後にへこみが復帰しなかったり、マットレス
自体が変形を起こさない安定したポケットコイル構造体を提供することができる。
【０１８】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す全体斜視図。
【図２】図１のものの袋１、１′の形状と ２、２′の収容関
係を示すスプリング列３の部分拡大図。
【図３】袋１の形状の別の実施例を示すスプリング列３の部分拡大図。
【図４】図１のもののスプリング列３、３′間の連結を示す部分拡大断面図。
【図５】本発明のものの別の実施例におけるスプリング列３、３′間の連結を示す部分拡
大断面図。
【符号の説明】
１，１′・・・・袋
２，２′・・・・
３、３′・・・・スプリング列
４・・・・・・・ポケットスプリングシート
５・・・・・・・枠線

【 図 １ 】
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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