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(57)【要約】
【課題】壁面強度の確保と利便性を兼ね備えた構造を有
するカプセルベッドを提供する。
【解決手段】個室空間を形成する複数の壁面ユニット１
，２，３，４，５のうちの少なくとも１つの壁面ユニッ
ト１に、横方向に延びる長尺状の箱部材６が取り付けら
れる。箱部材６は、箱内部空間ＳＰが個室空間に開放さ
れている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個室空間を形成する複数の壁面ユニットのうちの少なくとも１つの壁面ユニットに、横
方向に延びる長尺状の箱部材が取り付けられ、前記箱部材は、箱内部空間が前記個室空間
に開放されている、カプセルベッド。
【請求項２】
　前記壁面ユニットは、面を構成するパネル板と、前記パネル板を支持する左右の縦枠体
と、左右の縦枠体の間に架けられる一対の梁と、を有し、
　前記箱部材は、前記一対の梁の間に挿入されて固定される、請求項１に記載のカプセル
ベッド。
【請求項３】
　前記箱部材の内部空間に、前記個室空間を照らす照明機器又は前記個室空間から空気を
外部に排出する換気扇ユニットを操作するためのコントローラ部が設けられている、請求
項１又は２に記載のカプセルベッド。
【請求項４】
　前記箱部材が設けられる壁面ユニットが、前記個室空間への出入口を形成する壁面ユニ
ットの反対側にあり、前記箱部材が前記個室空間の内側から着脱可能に構成されている、
請求項１～３のいずれかに記載のカプセルベッド。
【請求項５】
　前記壁面ユニットは、面を構成するパネル板と、前記パネル板を支持する左右の縦枠体
と、左右の縦枠体の間に架けられる一対の梁と、を有し、
　前記箱部材の内部空間に、前記個室空間を照らす照明機器又は前記個室空間から空気を
外部に排出する換気扇ユニットを操作するためのコントローラ部が設けられ、
　前記箱部材は、前記一対の梁の間に挿入されて固定されるとともに、前記梁に対して固
定するための締着具を通す挿通孔を有し、前記挿通孔は、前記コントローラ部により前記
個室空間から遮蔽される、請求項１～４のいずれかに記載のカプセルベッド。
【請求項６】
　前記個室空間の空気を排出する換気扇ユニットは、前記壁面ユニットのパネル板に外側
から取り付けられており、前記箱部材を取り外したときに、前記換気扇ユニットを挿通可
能なサイズの作業用開口が形成される、請求項１～５のいずれかに記載のカプセルベッド
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、個室空間を提供するカプセルベッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、簡易宿泊用のカプセルベッドは、６面の壁面部のうち一面に出入口を設けた
横長の略直方体形状をなす。構造として、例えば特許文献１には、ルーム四隅の柱材と柱
材の上端及び下端に架橋する梁材とで横長直方体形状のルーム骨格が形成され、ルーム骨
格にパネル材を嵌め込んで構成されるカプセルベッドが提案されている。
【０００３】
　他の例として特許文献２には、矩形状のパネル材の四隅を他のパネル材の四隅に固定す
ることで横長直方体形状となるカプセルベッドが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２４２４７８号公報
【特許文献２】特開２００５－２４８５１５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　カプセルベッドに対し、室内にできるだけ多くのカプセルベッドを設置する要求がある
。とはいうものの、利用者は壁面を背凭れにすることが多く、壁面を何らかの手段で補強
する必要がある。すなわち、強度を確保しつつ且つ壁部の厚みを減らすという背反する要
求がある。その他には、カプセルベッドの個室空間には、小物や荷物を載置するための棚
が要求される。
【０００６】
　本開示は、このような課題に着目してなされたものであって、その目的は、壁面強度の
確保と利便性を兼ね備えた構造を有するカプセルベッドを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示は、上記目的を達成するために、次のような手段を講じている。
【０００８】
　本開示のカプセルベッドは、個室空間を形成する複数の壁面ユニットのうちの少なくと
も１つの壁面ユニットに、横方向に延びる長尺状の箱部材が取り付けられ、前記箱部材は
、箱内部空間が前記個室空間に開放されている。
【０００９】
　このように、横方向に延びる長尺状の箱部材が壁面ユニットに取り付けられているので
、曲げに強い箱構造によって壁面の強度を補強することができる。それでいて、箱部材の
内部空間が個室空間に開放されているので、箱内部空間を、物品を載置する棚として有効
利用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示のカプセルベッドを示す斜視図。
【図２】カプセルベッドの使用態様を示す図。
【図３】カプセルベッドの分解斜視図。
【図４】床面ユニットの分解斜視図。
【図５】側面ユニットの分解斜視図及び断面図。
【図６】奥面ユニット及び箱部材を示す斜視図。
【図７Ａ】箱部材を示す斜視図。
【図７Ｂ】箱部材及び箱部材の固定構造を示す図。
【図８】図１におけるＢ－Ｂ部位を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示のカプセルベッドについて、図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１、３に示すように、カプセルベッドは、６つの壁面ユニット１，２，３，４，５を
組み付けて横長直方体形状に構成され、内部に横長直方体状の個室空間が形成される。具
体的に、カプセルベッドは、左右一対の側面ユニット２と、床面ユニット３と、天面ユニ
ット４と、奥面ユニット１と、正面ユニット５と、を有する。正面ユニット５には、出入
口５ｈが形成されている。
【００１３】
　図２は、カプセルベッドの使用状態を示す図である。この例では、カプセルベッドを二
段重ねにし、横に３つ並べている。ステップＳ及び手すりＴが適宜設けられている。
【００１４】
　従来では、カプセルベッドを設置する納品現場において、パネル板、複数の梁、複数の
支柱を一つ一つ個別に全て組み立てることが一般的である。しかし、部品点数が多く、作
業が繁雑である。そこで、本実施形態では、各ユニット１，２，３，４，５は出荷前に予
め組み立てられてあり、納品現場に６つの壁面ユニット１，２，３，４，５を搬送し、納
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品現場にて６つの壁面ユニット１，２，３，４，５を組み付けるだけで完成となる。
【００１５】
　奥面ユニット１、側面ユニット２、床面ユニット３、及び正面ユニット５は、面を構成
するパネル板１０，２０，３０，５０と、パネル板１０，２０，３０，５０を支持する金
属枠体１１，２１，３１，５１とを有する。金属枠体１１，２１，５１は、左右の縦枠体
と、縦枠体の上端及び下端を接続する上下の横枠体とが溶接で固定され、強度が確保され
ている。床面ユニット３は、図４に示すように、金属枠体３１は、４つの棒枠体３１ａを
矩形状に溶接で連結してあり、金属枠体３１には、横方向に延びる３本の梁３１ｂと、奥
行き方向に延びる１本の梁３１ｃとが更に溶接されている。
【００１６】
　天面ユニット４は、複数の横枠体４１と、天面パネル板４０とを有するが、荷重がかか
らないことから、矩形状の枠体を有さない。横枠体４１は、その端部が側面ユニット２に
固定されるもので、奥行き方向に間隔を空けて天面パネル板４０に複数取り付けられてい
る。横枠体４１が間隔をあけて配置されているため、運搬時に天面パネル板４０が撓むお
それがあり、これを抑制するために、天面パネル板４０の左右端部であって側面ユニット
２との入隅部となる位置に奥行き方向に延びるアルミ製の入隅棒状部材４２が取り付けて
ある。横枠体４１の全てを角パイプで構成すると重量が重くなるために、横枠体４１の一
部を角パイプ４１ｂとし、他を角パイプ４１ｂよりも厚みが薄い薄枠体４１ａとしている
。薄枠体４１ａは、ハット曲げとも呼ばれ、断面コの字又はＶ字状でその端部が外側に折
り曲げられ、その端部に天面パネル板４０又は側面ユニット２に固定するためのボルト孔
が設けられている。薄枠体４１ａは、図５に示す薄支柱２２ａと同様に、個室空間に設置
されるテレビや扇風機などの電化製品の配線経路（配線カバー）としても利用可能である
。その場合、配線は、薄枠体４１ａの内部に配置されているとともに、天面パネル板４０
に形成された挿通孔を通って個室空間へ導出される。
【００１７】
　いずれのユニット１，２，３，４，５も、金属枠体１１，２１，３１，４１，５１の個
室空間側のみにパネル板１０，２０，３０，４０，５０が取り付けられ、金属枠体１１，
２１，３１，４１，５１は外側に露出している。室内設置のために外側パネルが不要とな
り、軽量化及び小型化を図るためである。
【００１８】
　側面ユニット２は、図２に示すように、上に配置される別のカプセルベッドを支えるた
めに堅固に構成されている。具体的には、図５に示すように、金属枠体２１は、１対の縦
枠体２１ａと一対の横枠体２１ｂとが溶接で長方形状に接続されている。これらの縦枠体
２１ａと横枠体２１ｂは、角金属パイプである。さらに、上下の横枠体２１ｂの間に複数
の縦支柱２２ａ，２２ｂが設けられ、全てが溶接固定されている。縦支柱２２ａ，２２ｂ
は、側面パネル板２０を補強するために、最大でも４５ｃｍ以下の間隔Ｗを有することが
好ましい。縦支柱２２ａ，２２ｂの全てを角パイプで構成すると重量が重くなるために、
縦支柱の一部を角パイプ２２ｂとし、他を角パイプ２２ｂよりも厚みが薄い薄支柱２２ａ
としている。薄支柱２２ａは、ハット曲げとも呼ばれ、断面コの字又はＶ字状でその端部
が外側に折り曲げられ、端部に側面パネル板２０を固定するためのボルト孔２２ｈが設け
られている。これにより、重量を減らしつつ側面パネル板２０を適切に支持可能となる。
また、薄支柱２２ａは、個室空間に設置されるテレビや扇風機などの電化製品の配線経路
（配線カバー）としても利用可能である。その場合、配線Ｌｉは、薄支柱２２ａの内部に
配置されているとともに、側面パネル板２０に形成された挿通孔を通って個室空間へ導出
される。
【００１９】
　奥面ユニット１は、図６に示すように、面を構成する奥面パネル板１０と、奥面パネル
板１０を支持する枠体１１と、を有する。枠体１１は、断面Ｌ字状の４つの枠体（縦枠体
１１ａ、横枠体１１ｂ）が溶接固定され矩形状に連結されている。図３、図６及び図７Ａ
に示すように、奥面ユニット１は、横方向に延びる長尺状の箱部材６が取り付けられてい
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る。箱部材６は、箱内部空間ＳＰが個室空間を向けて開いており、内部ＳＰが個室空間に
開放されている。奥面ユニット１は、図６に示すように、枠体１１を構成する左右の縦枠
体１１ａの間に架けられる一対の梁１２を有する。箱部材６は、一対の梁１２の間に挿入
されて固定される。一対の梁１２は、その両端が縦枠体１１ａに溶接されている。
【００２０】
　図６及び図８に示すように、一つの梁１２の間にある縦枠体１１ａには、スペーサ１３
がボルトなどの締着具ｖ１で固定されている。スペーサ１３は、互いに溶接固定された角
パイプ１３ａとＬ字板１３ｂとで構成されている。このように構成すれば、箱部材６の横
幅を変更したい場合や、箱部材６の幅はそのままで奥面ユニット１（室内幅）を変更した
い場合に、スペーサ１３の幅を変更することで対応できるからである。
【００２１】
　箱部材６の内部空間ＳＰには、個室空間を照らす照明機器（８０，８１）又は個室空間
から空気を外部に排出する換気扇ユニット８２を操作するためのコントローラ部７が設け
られている。本実施形態では、箱部材６の内部空間ＳＰの中央部にコントローラ部７が配
置されているが、配置場所は適宜変更可能である。箱部材６の内部空間ＳＰの一部はコン
トローラ部７の設置空間として利用し、その他の空間は棚空間として開放している。図８
に示すように、コントローラ部７の側面にはＬＥＤ等の照明機器８０がベッドランプとし
て設けられており、天面ユニット４には、照明機器８１（図示せず）がルームランプとし
て設けられており、奥面パネル板１０には換気扇ユニット８２（図示せず）が設けられて
いる。コントローラ部７は、これらの機器８０，８１，８２を操作するための操作部とな
る。本実施形態では、コントローラ部７は、ベッドランプとしての照明機器８０、ルーム
ランプとしての照明機器８１、換気扇ユニット８２の全ての操作部であるが、これらのう
ち少なくとも１つの操作部であればよい。本実施形態では、コントローラ部７は、時計を
表示するディスプレイ、機器８０，８１，８２を操作するための操作部（ボタン）、アラ
ームを設定するための操作部、電源（ＡＣ１００Ｖ，ＤＣ５ＶのＵＳＢコネクタ）を有す
るが、適宜変更可能である。なお、図中ではコントローラ部７の内側にある機器の全てを
図示していない。
【００２２】
　本実施形態では、箱部材６が設けられる壁面ユニットは、奥面ユニット１であり、個室
空間への出入口５ｈを形成する正面ユニット５の反対面にあるが、これに限定されない。
例えば、側面ユニット２に箱部材６を設けてもよい。特に、箱部材６が奥面ユニット１に
取り付けられる場合であって、箱部材６が個室空間の内側から着脱可能に構成されている
ことが好ましい。図６に示すように、箱部材６を内側から取り外せば、箱部材６の取付孔
１ｈがそのまま点検用作業孔になり、取付孔１ｈを介して配線やメンテナンスが可能とな
る。よって、カプセルベットを奥行の壁際いっぱいに設置して、奥に点検通路を設けなく
てもメンテナンスが可能になるので、よりカプセルベッドの商品価値を向上させることが
できる。
【００２３】
　図６に示すように、個室空間の空気を排出する換気扇ユニット８２は、奥面ユニット１
の奥面パネル板１０に外側から取り付けられており、箱部材６を取り外したときに、換気
扇ユニット８２を挿通可能なサイズの作業用開口１ｈが形成されることが好ましい。作業
用開口１ｈは、少なくとも１０ｃｍ以上、好ましくは３０ｃｍ以上であることが好ましい
。少なくとも１０ｃｍ以上の開口であれば、腕を通すことができ、消耗品である換気扇ユ
ニット８２を交換できるからである。３０ｃｍ以上であれば、頭を通すことができ、直視
して部品交換及び配線を通すことができるからである。
【００２４】
　図７Ａは、箱部材６を示す斜視図である。図７Ｂは、箱部材６からコントローラ部７の
パネルを取り外した様子を示し、箱部材６の奥面ユニット１に対する固定構造を示す。図
７Ｂに示すように、箱部材６は、上下の梁１２に対してネジ等の締着具ｖ２を介して固定
される。箱部材６に形成された挿通孔６ｈに締着具ｖ２を挿通させると、箱部材６の着脱
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方向（前後）において締着具ｖ２が梁１２に干渉し、その結果、箱部材６が抜けなくなる
。箱部材６の挿通孔６ｈは、コントローラ部７を取り付ければ、コントローラ部７によっ
て個室空間から遮蔽される（図７Ａ参照）。これにより、コントローラ部７を一部取り外
さなければ、一般の利用者は締着具ｖ２及び挿通孔６ｈを見ることができないので、不意
又はいたずらで取り外されることがない。
【００２５】
　以上のように、本実施形態のカプセルベッドは、個室空間を形成する複数の壁面ユニッ
ト１，２，３，４，５のうちの少なくとも１つの壁面ユニット１（奥面ユニット１）に、
横方向に延びる長尺状の箱部材６が取り付けられ、箱部材６は、箱内部空間ＳＰが個室空
間に開放されている。
【００２６】
　このように、横方向に延びる長尺状の箱部材６が壁面ユニット１（奥面ユニット１）に
取り付けられているので、曲げに強い箱構造によって壁面の強度を補強することができる
。それでいて、箱部材６の内部空間ＳＰが個室空間に開放されているので、箱内部空間Ｓ
Ｐを、物品を載置する棚として有効利用することが可能となる。
【００２７】
　本実施形態では、壁面ユニット１（奥面ユニット１）は、面を構成するパネル板１０と
、パネル板１０を支持する左右の縦枠体１１ａと、左右の縦枠体１１ａの間に架けられる
一対の梁１２と、を有し、箱部材６は、一対の梁１２の間に挿入されて固定される。
【００２８】
　この構成によれば、一対の梁１２によって壁面が更に補強され、背凭れとしての利用に
適した構造となる。
【００２９】
　本実施形態では、箱部材６の内部空間ＳＰに、個室空間を照らす照明機器（８０，８１
）又は個室空間から空気を外部に排出する換気扇ユニット８２を操作するためのコントロ
ーラ部７が設けられている。
【００３０】
　この構成によれば、個室空間を提供するカプセルベッドに必要な機器（照明機器、換気
扇）を操作するためのコントローラ部７を、箱部材６内部に設け、内部空間ＳＰを有効利
用している。よって、他の場所に設ける場合に比べて、見栄えの向上及び小型化を図るこ
とが可能となる。
【００３１】
　本実施形態では、箱部材６が設けられる壁面ユニット１が、個室空間への出入口５ｈを
形成する壁面ユニット５の反対側にあり、箱部材６が個室空間の内側から着脱可能に構成
されている。
【００３２】
　この構成によれば、箱部材６を内側から取り外せば、箱部材６の取付孔１ｈがそのまま
点検用作業孔になり、取付孔１ｈを介して配線やメンテナンスが可能となる。よって、カ
プセルベットを奥行の壁際いっぱいに設置して、奥に点検通路を設けなくてもメンテナン
スが可能になるので、よりカプセルベッドの商品価値を向上させることができる。
【００３３】
　本実施形態では、箱部材６は、一対の梁１２の間に挿入されて固定されるとともに、梁
１２に対して固定するための締着具ｖ２を通す挿通孔６ｈを有し、挿通孔６ｈは、コント
ローラ部７により個室空間から遮蔽される。
【００３４】
　この構成によれば、コントローラ部７を一部取り外さなければ、一般の利用者は締着具
ｖ２及び挿通孔６ｈを見ることができないので、不意又はいたずらで取り外されることが
ない。
【００３５】
　本実施形態では、個室空間の空気を排出する換気扇ユニット８２は、壁面ユニット１の
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パネル板１０に外側から取り付けられており、箱部材６を取り外したときに、換気扇ユニ
ット８２を挿通可能なサイズの作業用開口１ｈが形成されている。
【００３６】
　この構成によれば、作業用開口１ｈを介して、消耗品である換気扇ユニット８２を交換
できるので、カプセルベッドの周辺に作業用スペースを設けなくてもよく、多くのカプセ
ルベッドを設置可能となる。
【００３７】
　以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これら
の実施形態に限定されるものでないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した
実施形態の説明だけではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均
等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
【００３８】
　勿論、箱部材６は、奥面ユニット１に設けられているが、他のユニットに設けてもよい
。箱部材６を複数のユニットに設けても良い。また、箱部材６が奥面ユニット１に外側か
ら取り付けられていてもよいし、箱部材６が奥面ユニット１に着脱不能にされていてもよ
い（例えば溶接固定）。また、照明機器８０，８１や換気扇ユニット８２の取付位置は一
例であり、適宜変更可能である。
【００３９】
　上記の各実施形態で採用している構造を他の任意の実施形態に採用することは可能であ
る。各部の具体的な構成は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【符号の説明】
【００４０】
　１…壁面ユニット（奥面ユニット）
　１ｈ…作業用開口
　１０…パネル板
　１１ａ…縦枠体
　１２…梁
　６…箱部材
　６ｈ…挿通孔
　７…コントローラ部
　８０，８１…照明機器
　８２…換気扇ユニット
　ｖ１、ｖ２…締着具
　ＳＰ…箱内部空間
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