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(57)【要約】
【課題】家畜を飼育するための開放舎における横臥ボッ
クス内で、起立している牛の横臥ボックスの前端に向か
う方向の移動の自由を制限する制限装置を提供する。
【解決手段】本制限装置は、前端近くにおいて、横臥ボ
ックスの前端近く、底部上に、そこから突出して配置さ
れるように意図されている制限装置と、該制限装置の少
なくとも１つの上部が、横臥ボックスの前端に向かう起
立している牛の移動の自由を制限するように、底部から
動作可能に突出する制限位置と、横臥している牛の前脚
のために、制限装置が制限位置で占有する空間の少なく
とも一部を空ける解放位置と、の間で移動可能であり、
および、こうした制限装置を備えた横臥ボックスおよび
開放舎。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家畜を飼育するための開放舎における横臥ボックス（１）内の牛（１０）の、前記横臥
ボックス（１）の前端（８）に向かう方向における前方の移動の自由を制限する制限装置
（９；５９；１０９；１５９；２０９）であり、前記横臥ボックス（１）の底部（１１）
の上に、かつそこから突出する、前記前縁（８）の近くに配置される障害物として設計さ
れる制限装置であって、
　前記制限装置（９；５９；１０９；１５９；２０９）の少なくとも上部（１２、１３；
６２；１１２；１６２；２１２）が、起立している牛（１０）の前記横臥ボックス（１）
の前記前端（８）に向かう移動の自由を制限するように、使用状態で、前記底部（１１）
から突出する制限位置と、前記横臥している牛（１０）の前脚のために、前記制限装置（
９；５９；１０９；１５９；２０９）が、前記制限位置で占有する空間の少なくとも一部
を空ける解放位置と、の間で移動可能であることを特徴とする、制限装置。
【請求項２】
　前記解放位置にある前記上部（１２、１３；６２）が、前記制限位置より下方位置に位
置し、
　前記上部（１２、１３；６２）を前記制限位置に付勢し、かつ、前記上部（１２、１３
；６２）に荷重がかけられた時、前記上部（１２、１３；６２）の前記解放位置への柔軟
な移動を可能にする作動要素（１４；６４）をさらに具備する、請求項１に記載の制限装
置。
【請求項３】
　前記上部（１２、１３）が、少なくとも使用状態において、前記制限装置（９）が載っ
ている前記底部（１１）に対して、実質的に固定位置で枢軸（１５）を中心に枢動可能で
あり、前記枢軸（１５）から間隔を空けて、前記上部（１２、１３）を、前記制限位置で
維持する少なくとも１つの作動要素（１４）を備え、前記制限位置において、前記上部（
１２、１３）の上面が、使用状態において、前記底部（１１）に対して、前記前端（８）
へ上方に伸び、前記作動要素（１４）が、少なくとも前記上部（１２、１３）の前記解放
位置への枢動を可能にするように設計され、そこで、前記前端（８）の最も近くに動作可
能に位置する前記上面の部分が、前記制限位置より低く、かつ、前記上面が、平坦に、ま
たは少なくとも前記制限位置より前記底部（１１）に対して、傾斜しないように伸びる、
請求項１または２に記載の制限装置。
【請求項４】
　前記作動要素（１４；６４）が、少なくとも１つのばねとして設計される、請求項２ま
たは３に記載の制限装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのばねが、前記上部（６２）の少なくとも一方の側を前記底部（１
１）から間隔が空けられた前記制限位置まで付勢するように、前記上部（６２）の下方に
動作可能に位置する少なくとも１つの板ばね（６４）として設計される、請求項４に記載
の制限装置。
【請求項６】
　前記上部（１１２；１６２）の、前記前端（８）に向かい、かつ前記前端（８）から離
れる経路にわたる変位を案内する、前記底部（１１）に沿って動作可能に延在するガイド
（１２０；１７０）と、少なくとも、前記上部（１１２；１６２）を、前記経路において
、前記前端（８）から離れた位置まで付勢する少なくとも１つの作動要素（１１４、１２
２；１６４）と、をさらに具備する、請求項１に記載の制限装置。
【請求項７】
　前記制限位置における高さが、少なくとも７ｃｍである、前記請求項のいずれかに記載
の制限装置。
【請求項８】
　家畜を飼育するための開放舎用の横臥ボックスであって、牛（１０）が、前記横臥ボッ



(3) JP 2010-518818 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

クス（１）の領域内に入るのを可能にするように開放している後端と、前記横臥ボックス
（１）の前記後端から離れた端部にある前端（８）と、を有し、前記横臥ボックス（１）
を出入りする牛を側方に案内する側方ガイド（６、７）と、前記横臥ボックスの前記前端
（８）の領域における、前記請求項のいずれかに記載の制限装置（９；５９；１５９；２
０９）と、が設けられる、横臥ボックス。
【請求項９】
　前記側方ガイド（６）が、前記底部（１１）から突出する隆起として設計される、請求
項８に記載の横臥ボックス。
【請求項１０】
　肩梁がない、請求項８または９に記載の横臥ボックス。
【請求項１１】
　前記制限位置にある前記制限装置（９；５９；１５９；２０９）が、前記横臥ボックス
（１）の前記後端から１６５ｃｍ未満に位置する、前記請求項８－１０のいずれか一項に
記載の横臥ボックス。
【請求項１２】
　糞尿通路（２）と請求項８－１１のいずれかに記載の横臥ボックス（１）とを有する、
家畜を飼育するための開放舎。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　畜産業では、牛を飼育するために糞尿通路および横臥ボックス（ｌｙｉｎｇ　ｂｏｘ）
を備えた開放舎（ｌｏｏｓｅ　ｈｏｕｓｅ）が用いられる。横臥ボックスは、牛が小屋内
を歩き回る他の牛によって妨害されることなく反芻し休むために横臥することができる、
ある程度ついたてで仕切られている空間である。
【背景技術】
【０００２】
　乳生産の場合、牛が一日の大半（およそ一日１０～１４時間）横臥して過ごすことが重
要である。さらに、横臥面には、排泄物がないままであることが重要であり、それにより
、牛は、排泄物で汚れず、特に、乳房が清潔なままである。一般に、こうした横臥ボック
スは、牛が快適に横臥または起立するために必要な最小寸法に適応した、矩形横臥面を有
している。牛は、糞尿通路に近接する横臥ボックスの後端の入口から横臥ボックスに入り
、かつそこから出る。
【０００３】
　一般に、横臥ボックスの底部は、横臥ボックスの後端に沿って通る糞尿通路に対して高
くなっており、糞尿通路には、排泄物を排出する設備を備えることができる。底部を、た
とえば、硬質材料、軟質材料のカバー、あるいは束ねていない寝藁または藁から形成する
ことができる。
【０００４】
　２つの横臥ボックスに沿ったゲートは、一方で、横臥ボックスを、たとえば隣接する横
臥ボックスまたは他の牛から遮蔽し、さらに、牛が横臥ボックス内で横方向にまたは斜め
に起立または横臥して、排泄時に横臥ボックスの底部が汚れることがないようにする役割
を果たす。
【０００５】
　横臥ボックスを占有する牛は、好ましくは、一方で、後脚もまた横臥ボックスの底部の
上に立つか、または載っているように、長手方向を前方に起立し、または横臥すべきであ
る。他方、牛は、排泄時、糞尿が横臥ボックスの底部に排出されるほど、前方に起立する
べきではない。
【０００６】
　この目的で、横臥ボックスには、通常、横臥ボックスの床より上の高さに肩梁が設けら
れており、それは、牛が横臥ボックス内を前方に行き過ぎようとした時に、牛の肩が、肩
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梁に接触するため、牛の前方の移動の自由が制限されるように、配置されている。さらに
、横臥ボックスには、各々、横臥した牛が、前方に移動し過ぎないように、底部に、さら
なる制限装置が備えられている場合がある。
【０００７】
　肩梁の欠点は、牛が、肩梁が可能とするより、さらに前方の起立位置まで立ち上がるこ
とが度々ある、ということである。そして、牛は、下方から肩梁にぶつかる。これにより
、特に、牛がはまり込んだ状態で、パニックになった時、背中を骨折するほど深刻な場合
もある損傷がもたらされることがよくある。
【０００８】
　肩梁と激しく接触しないように、肩梁に沿って、ナイロン製のひもが用いられる場合が
ある。しかしながら、ひもと床との間に、下方からはまり込むことが依然として起こる可
能性があり、ナイロン製のひもは、さらなる障害物を形成し、牛とともに跳ね返る可能性
があるため、肩梁ほど、厳密な制限を形成しない。
【０００９】
　本発明は、請求項１の前文部分による制限装置に関し、それは、肩梁の代りとして、牛
の起立位置と、牛が横臥を開始する位置とを、前方方向に制限する役割も果たす。
【００１０】
　こうした制限装置は、欧州特許第０６５９３３６号明細書から既知である（特許文献１
）。第１例によると、制限装置は、高さが１５ｃｍ～２５ｃｍの梁として設計される。梁
は、横臥ボックスの後端における敷居に対するその位置により、正面の頭梁と協働して、
牛が横臥ボックス内に入った後、制限装置の後方に留まり、そこで、膝を屈して、横臥す
ることを確実にするように意図されている。別の例によれば、梁の代りに、横臥ボックス
の底部から上方に、間隔を空けて通る管が設けられている。
【００１１】
　こうした制限装置の欠点は、起立している牛に対し、前方の移動の自由が過度に許容さ
れ、それによって、横臥ボックスの汚れが促進されることになり、および／または、横臥
している牛に対して、横臥ボックス内で快適に横臥するための長さが非常に制限され、横
臥時間が短くなることである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】欧州特許第０６５９３３６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、牛が、前方に行き過ぎようとした場合に、肩をぶつけるような高さの肩梁を
用いることなく、一方で、牛が、横臥ボックス内を、前方に寄り過ぎて起立または横臥し
ないようにし、他方で、横臥ボックス内で横臥する牛に対し、長手方向に十分な空間が提
供され、それにより、快適な横臥位置が可能となる解決法を提供することを目的とするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、この目的は、請求項１による制限装置によって達成される。制限装置
は、制限位置では、起立している牛の前方移動を確実に防止する障害物を形成し、かつ、
解放位置では、一方の前脚または両方の前脚に対し、したがって、横臥位置における前脚
の前端と牛の後端との間のより長い総距離に対し、十分な空間を空ける。
【００１５】
　本発明による制限装置ならびにこうした制限装置が設けられた横臥ボックスおよび開放
舎の特別な実施形態は、従属請求項にある。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明のさらなる構造上の態様、効果および詳細ならびに本発明の典型的な実施形態を
、図面を参照して、以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】牛を含む横臥ボックスならびに本発明による制限装置の第１の典型的な実施形態
の断面での側面図である。
【図２】図１による横臥ボックスの背面図である。
【図３】図１および図２に示す典型的な実施形態による制限装置に対する別形の横臥ボッ
クスの側面図での概略図である。
【図４】制限位置にある、本発明のさらなる典型的な実施形態による制限装置を有する横
臥ボックスの側面図での概略図である。
【図５】本発明のさらに典型的な実施形態による制限装置を有する横臥ボックスの側面図
での概略図である。
【図６】本発明のさらなる典型的な実施形態による制限装置を有する横臥ボックスの正面
図での概略図である。
【図７】図６による横臥ボックスの正面部分の側面図での概略切取図である。
【図８】本発明のさらなる典型的な実施形態による制限装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　まず、本発明を、図１および図２に表す実施例に基づいて説明する。図１には、開放舎
の糞尿通路２の隣接する部分を含む横臥ボックス１が表されている。図２には、横臥ボッ
クス１および隣接する横臥ボックス４、５の一部が表されている。
【００１９】
　こうした横臥ボックス１、４、５は、通常、開放舎内に、縦が互いに隣接する列で配置
されている。ここで、横臥ボックス１、４、５は、各々、牛が横臥ボックスの領域に入る
のを可能にするように開放している後端と、横臥ボックスの後端から離れている端部にあ
る前端と、を有している。
【００２０】
　横臥ボックス間の底部に、横臥ボックスに出入りする牛を横方向に案内する側方ガイド
として、側方クッション６が設けられており、それらは、各々、底部から突出する隆起６
として設計され、幅の狭い上縁と、上縁から横臥ボックスまで下方に傾斜している側壁と
、を有している。
【００２１】
　図１において、一点鎖線で、従来の横臥ボックス仕切り７が表されており、それを、側
方クッション６の代りとして、または追加として、設けることができる。横臥ボックス１
は、一点鎖線８で示す前端を有している。前端の領域において、任意に、ひもおよび／ま
たは梁および／または管等のさらなる障害物が存在することが可能である。図１には、さ
らに、横臥ボックス内で起立している牛１０が表されている。
【００２２】
　図１において、この牛は、また、一点破線で横臥位置でも表されており、符号１０で示
されている。横臥ボックスは、上にマットレス３を備えた底部１１を有し、マットレス３
は、牛１０が起立し、かつ横臥することができる下部床（ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄ）を形
成する。また、マットレスの代りに、マットまたはおがくず等の異なる下部床が、牛のた
めの柔らかい横臥面を形成することも可能である。
【００２３】
　横臥ボックス１の底部１１の上の空間には、肩梁がない。肩梁は、横臥ボックスの対象
となっている牛の肩の付け根より上の高さより、ほんのわずかに低い高さ（通常、横臥ボ
ックスの底部から、およそ１１０－１３０ｃｍ）において、横臥ボックスに対して横切る
方向に延在する桁であり、起立している牛が、最前進位置より前方に移動しないようにし
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、最前進位置は、牛が、この位置から、依然として糞尿通路に正確に排泄するように選択
される。
【００２４】
　牛が横臥する時、肩梁は、横臥している牛の自然な移動パターンの一部を形成する肩の
前方移動中に、牛を妨害しない。しかしながら、牛は、横臥中に、または横臥している時
に、前方に移動した場合、起立時にその肩または背中を肩梁にぶつける。特に、その結果
、動物がパニックになった場合、これによって、容易に深刻な損傷がもたらされる可能性
がある。
【００２５】
　横臥ボックス１の前端において、横臥ボックス１の底部１１およびマットレス３の上に
、かつそこから突出して、障害物９の形態の制限装置が設けられている。この実施例によ
る制限装置９では、制限装置の上部分が、板１２として設計され、その上には、柔軟な材
料からなるカバー１３が設けられており、図１および図２において、実線で表されている
、底部から突出する制限位置と、図１および図２において、一点鎖線で表されている解放
位置９と、の間で移動可能である。カバー１３は、マットレス３と同じ種類の材料から製
造されることが好ましい。
【００２６】
　制限位置において、制限装置９は、牛１０の横臥ボックス１の前端８に向かう移動の自
由が制限されているという意味で、牛１０の起立する最初の位置を制限する。この結果、
牛１０は、前方に寄り過ぎて起立することが防止され、したがって、また、牛は、前方に
寄り過ぎた位置で横臥ボックス内に横臥することになる。実際、前方に寄り過ぎて起立し
、前方に寄り過ぎて横臥することにより、ともに横臥ボックスが汚れることになり、その
結果、乳房が汚れる。乳房が汚れることにより、牛乳が汚染し、乳房炎等の病気にかかる
危険が増大する。
【００２７】
　解放位置９’では、制限位置において制限装置９によって占有される空間の少なくとも
一部が空けられ、それにより、横臥した後の牛１０に対し、前脚のために十分な空間が得
られる。したがって、横臥位置における前脚の前端と牛の後端との間のより広い総距離に
対して、横臥ボックスの長手方向に十分な空間が空けられる。
【００２８】
　制限装置９の上には、隆起１６が設けられており、それは、たとえば、マットレスの上
部によって形成されている横臥面より、およそ８ｃｍ－９ｃｍ上の高さであり、横臥して
いる牛が、這って前方に寄り過ぎるのを防止する役割を果たす。
【００２９】
　横臥した後の牛が、這って前方に寄り過ぎる場合も、また、横臥ボックスは、一般に、
厩肥によって非常に汚れることになり、牛は、さらに、前側に対向して位置する横臥ボッ
クスに横臥している牛を妨害する可能性がある。壁または他の垂直境界が前端を画定する
場合、前方に寄り過ぎて横臥することにより、前方に移動するための空間が不十分である
ため、立ち上がることが困難になる可能性がある。
【００３０】
　解放位置では、制限装置９の上部１２、１３は、制限位置より下方に位置し、制限装置
９には、作動組立体が備えられており、それは、この実施例では、ばね１４および枢動支
持体２６の形態であって、上部１２、１３を制限位置に付勢し、かつ上部１２、１３に荷
重がかかった場合に、上部１２、１３の解放位置への柔軟な移動を可能にする。
【００３１】
　牛１０は、横臥する時、前脚で上部１２、１３を解放位置まで押す。解放位置では、ば
ね１４およびアーム２６が互いに対して実質的に平行に延在するため、作動組立体１４、
２６の形状は、上部１２、１３によって、牛１０’の前脚に加えられる上向きの力が、比
較的制限され、上部１２、１３を制限位置から付勢するために、必要な力より著しく小さ
い、というものである。したがって、起立している牛１０が、単に制限装置９を制限位置
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から押すだけでなく、横臥している牛１０’に対し、同様に制限装置９の上に横臥するこ
とは不快ではない。
【００３２】
　この実施例による制限装置では、上部１２、１３が、制限装置９が載っている底部１１
に対して、枢軸１５を中心に枢動可能であるため、上部１２、１３の可動性は、簡単に具
現化される。
【００３３】
　制限位置では、上部１２、１３の上面は、底部１１から前端８まで、上方に急峻に（好
ましくは底部に対して＞３０°の角度で）上昇する。これは、起立している牛１０が、制
限装置９を下方に押すのを防止するのに役立つ。
【００３４】
　解放位置では、前端８に最も近接して位置する上面の部分が、制限位置より下方であり
、上面は、底部１１に対し、平坦に、または少なくとも制限位置より傾斜しないで伸びる
。このように、横臥している牛の前脚の正面に、牛に対して選択的に空間を空けることが
、簡単に具現化される。
【００３５】
　図３に、図１および図２の典型的な実施形態の別の形が表されている。この別形では、
制限装置３９の上部（解放位置における制限装置を参照数字３９’で示す）は、組合せ式
であり、上部の板３２、３３の部品は、軸４０を中心に、互いに対して蝶番式に取り付け
られている。板３２、３３のカバーは、それに応じて、部品３５、３６に分割されている
。
【００３６】
　板部品３５、３６の間に、ばね１４が設けられている。弾性バンドとしても設計され得
るばね１４を収縮させることにより、両板部品が、底部１１に沿って、伸張位置から、上
方に枢動した制限位置まで揺動する。ここで、牛１０に近い板部品３３は、軸１５を中心
に枢動し、牛１０に近い板部品３３から遠い他方の板部品３２の端部は、底部１１の上を
摺動する。
【００３７】
　図４に、本発明による制限装置のさらなる実施例が表されており、そこでは、一対の板
ばね６４が、作動要素として、かつ制限装置５９の上部６２を底部１１に取り付ける取付
要素として、用いられている。したがって、簡単な構成が得られる。任意に、単一の板ば
ねが十分であり得る。
【００３８】
　当業者には、特許請求の範囲に定義されている本発明の枠組内で、多くのさらなる実施
形態があることが自明である。図５に表されている実施例により、解放位置において、上
部１１２が制限位置より低い必要はないという事実を示す。
【００３９】
　この実施例によれば、制限装置１０９に、底部１１に沿って延在するガイド１２０が備
えられており、それは、矢印１２１で示すように、上部１１２の、実線で表されている位
置（制限位置）と一点鎖線で表されている位置（解放位置）との間の経路にわたる移動を
案内する。
【００４０】
　さらに、上部１１２を前後に移動させるために、スピンドル１２２を備えたモータ１１
４の形態の作動要素が設けられている。モータ１１４は、制御ユニット１２３に結合され
ており、次に、制御ユニット１２３は、底部に設けられた温度センサ１２４に結合されて
おり、温度センサ１２４を用いて、牛が横臥ボックス１内で横臥しているか否かを検出す
ることができる。
【００４１】
　制限装置が制限位置にある時、底部からの制限装置の高さは、好ましくは少なくとも７
ｃｍであり、より詳細には、横臥面より少なくとも１５ｃｍ上である。より詳細には、制
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限装置が制限位置にある時、横臥面からの制限装置の高さは２５－３５ｃｍであることが
好ましい。
【００４２】
　制限装置は、特に、小屋の長手方向に少なくとも２５ｃｍの深さである場合、比較的高
さを低くすることができる。これは、深さがより深く、たとえば３０ｃｍ、４０ｃｍまた
は５０ｃｍとなると、それに応じて、さらに抑えられる。
【００４３】
　制限位置にある制限装置は、さらに、横臥ボックスの後端から１６５ｃｍ未満に位置す
ることが好ましく、より好ましくは１５５ｃｍ未満に位置する。解放位置では、制限装置
は、横臥ボックスに対し、下部床と接触している牛の部分に対して、好ましくは少なくと
も１６５ｃｍ、より好ましくは１７０～１９０ｃｍの長さを空ける。
【００４４】
　図５および図６には、本発明による制限装置を備えた横臥ボックスのさらなる実施例が
表されており、そこでは、制限装置は、横臥ボックスの長手方向前後に移動可能である。
この実施例によれば、また、制限装置１５９には、底部１１に沿って延在するガイド１７
０が備えられている。
【００４５】
　この実施例によれば、制限装置１５９の上部１６２は、金属板から設計されており、ガ
イド１７０により、図７に実線で表されている制限位置１６２と一点鎖線で表されている
解放位置１６２’との間で、前後に移動可能に案内される。
【００４６】
　上部１６２を制限位置に付勢するために、制限装置には、制限装置１５９の上部１６２
が解放位置まで移動した時に巻戻される竹の子ばね１６４が備えられており、竹の子ばね
１６４の自由端は、制限装置１５９の可動上部１６２に取り付けられている。巻上げ状態
では、竹の子ばね１６４は螺旋状に巻かれた板ばねである。
【００４７】
　螺旋の内側に位置する竹の子ばね１６４の端部は、巻回面に対して垂直な軸を中心に自
由に回転するように取り付けられている。引っ張られることに応じて、竹の子ばね１６４
は、それが引っ張られる長さではほとんど変化しないばね力を加える。実際には、巻回力
は、巻回部から直線状に伸長するひも材料の部分に遷移する領域において、ひも材料を巻
上げ状態にするばね力によってもたらされる。
【００４８】
　遷移の領域における構成は、ばねの巻戻しに対してほとんど変化しない。したがって、
上部は、実質的に一定の力によって制限位置まで付勢される。この力を、一方で、横臥し
ており制限装置１５９を押し退けた動物を妨害しないように十分小さく、他方で、制限位
置への確実な戻り移動を保証するように選択することができる。
【００４９】
　ガイド１７０は、各々、断面上部１７７と２つの断面下部１７８とから構成され、支持
体１７９、１８０を介して底部１１に対して支持されている。断面下部１７８は、各々、
長手方向に底部に向かって開放したスロットを有しており、そのスロットを通して、可動
上部１６２のキャリア１８１が伸びる。
【００５０】
　このキャリアには、ローラ１８２が取り付けられており、ローラ１８２は、底部に向か
ってのみ開放したスロット１７８内を前後に、汚損から保護されて、確実に回転すること
ができる。上部１６２の後側には、マットレス３の上で引き出すことが可能なローラ（図
示せず）が設けられている。
【００５１】
　任意に、制限装置を超えて歩くのをさらに防止するために、上部に、ピラミッド型であ
り得る隆起を設けることができる。解放位置で、横臥ボックス内で横臥している動物に対
して制限された力で、当接する上部の後縁に、横臥位置にある動物に対し、それ以上妨げ
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【産業上の利用可能性】
【００５２】
　図８に表されている制限構成では、それぞれの端面が互いに対向して配置される横臥ボ
ックスに対する２つの制限装置２０９が、上部２１２の前後の移動を案内するガイド２２
０を支持する共通の支持体２３０を有している。
【００５３】
　ガイドは、横臥ボックスの長手方向に対して横方向に、かつ横臥ボックスの底部から上
方に間隔を空けて、水平軸２３３を中心に枢動可能な、揺動体２２０として設計されてお
り、それにより、上部２１２に蝶番によって結合される揺動体２２０の各々の自由端を、
横臥ボックスの長手方向において、実質的に水平な移動構成要素により、前後に移動させ
ることができる。
【００５４】
　上部２１２を制限位置まで戻るように付勢するために、ガススプリング２１４の形態の
作動要素が、支持体２３０と揺動体２２０との間に設けられている。上部の揺動体２２０
から離れている側の近くに、マットレスの上を横臥ボックスから転がり落ちることができ
るローラ２３４が設けられている。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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