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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】寝台マットレスの暖房及び殺菌装置を提供する
。
【解決手段】上面１０を構成する表面シート１１と、前
記表面シートを弾力的に支えるために弾性体１２が内蔵
されており、前面１３、後面１４、及び両側面１５から
なる壁面と、を有する寝台マットレスにおいて、内部に
空間２１があって、側面の一部に切り開かれた設置用穴
を有するマットレス本体２３と、前記マットレス本体の
内部に設置され前記マットレス本体に形成された内部空
間を分離する分離手段２４と、前記マットレス本体の設
置用穴に沿って装着されるケース２５と、前記分離手段
により区分されて形成されるマットレス本体の内部空間
に対して暖房及び殺菌を行い、マットレス本体の内部空
間の空気を循環させるために前記ケースを中心に設置さ
れる暖房及び殺菌装置部２６と、からなることを特徴と
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上面を構成する表面シートと、前記表面シートを弾力的に支えるために弾性体が内蔵され
ており、前面、後面、及び両側面からなる壁面と、を有する寝台マットレスにおいて、
内部に空間があって、側面の一部に切り開かれた設置用穴を有するマットレス本体と、
前記マットレス本体の内部に設置され前記マットレス本体に形成された内部空間を分離す
る分離手段と、
前記マットレス本体の設置用穴に沿って装着されるケースと、
前記分離手段により区分されて形成されるマットレス本体の内部空間に対して暖房および
殺菌を行い、マットレス本体の内部空間の空気を循環させるために前記ケースを中心に設
置される暖房及び殺菌装置部と、からなることを特徴とする寝台マットレスの暖房及び殺
菌装置。
【請求項２】
前記分離手段は、前記マットレス本体の内部空間を両方向に対称的に二分割されるように
長さ方向に沿って長く装着されることを特徴とする請求項１に記載の寝台マットレスの暖
房及び殺菌装置。
【請求項３】
前記暖房及び殺菌装置部は、
前記マットレス本体の内部空間の温度を調節するために前記ケースの内側に装着されるヒ
ータと、
前記ケースの内側に装着され前記マットレス本体の内部空間の空気を循環させる空気循環
ファンと、
前記ケースを中心に設置されオゾンを発生させるオゾンランプと、
前記マットレス本体の内部空間の温度を感知する温度センサと、
前記ヒータと前記空気循環ファンと前記オゾンランプとの駆動を制御するための駆動回路
部と、からなることを特徴とする請求項１に記載の寝台マットレスの暖房及び殺菌装置。
【請求項４】
前記ヒータは、過熱を防止するために有利で、初期加熱時に予熱なしでも加熱できるＰＴ
Ｃヒータを適用することを特徴とする請求項３に記載の寝台マットレスの暖房及び殺菌装
置。
【請求項５】
前記暖房及び殺菌装置部には前記マットレス本体の空間内の過熱温度を感知し、前記ヒー
タの過熱温度をチェックして前記駆動回路部と前記外部操作コントローラとに検出信号を
伝送する温度過熱センサを前記マットレス本体の内部空間に具備することを特徴とする請
求項３に記載の寝台マットレスの暖房及び殺菌装置。
【請求項６】
前記暖房及び殺菌装置部は、前記マトリックス本体の両側面に切り開かれた設置用穴に沿
って両方向にそれぞれ設置されることを特徴とする請求項３に記載の寝台マットレスの暖
房及び殺菌装置。
【請求項７】
前記マットレス本体に装着される前記ケースの外部には操作パネルと動作状態表示パネル
とで構成された外部操作コントローラを具備することを特徴とする請求項１に記載の寝台
マットレスの暖房及び殺菌装置。
【請求項８】
前記外部操作コントローラは前記暖房及び殺菌装置部と有線又は無線のうちいずれか一つ
で連結されることを特徴とする請求項７に記載の寝台マットレスの暖房及び殺菌装置。
【請求項９】
前記ヒータにはトルマリンが塗布され暖房ヒータを稼動する時に陰イオンが発生するよう
に構成したことを特徴とする請求項３に記載の寝台マットレスの暖房及び殺菌装置。
【請求項１０】
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前記分離手段は、難燃性ウレタンスポンジ、布材、合成樹脂材のうちいずれか一つを選択
して構成されたことを特徴とする請求項２に記載の寝台マットレスの暖房及び殺菌装置。
【請求項１１】
前記設置用穴の内側と外側には前記ケースを固着するための設置用ブラケットを具備する
ことを特徴とする請求項１に記載の寝台マットレスの暖房及び殺菌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は寝台マットレスの暖房及び殺菌装置に関するものである、より詳しくはマットレ
スを暖房する時に使用者の設定に基づいて自由に暖房状態を設定して使用することができ
、陰イオンとオゾンを発生させて細菌及びカビの繁殖を抑制および除去できる上に、分離
暖房または同時暖房のいずれかを選択することで必要な部分に対して暖房を行うことがで
き、常に暖かくて清潔な状態で使用できるようにするものである。
【背景技術】
【０００２】
一般に寝台マットレスは外表面が平坦な布材で覆われ、内部にはクッション材を含む弾性
体が入っている。また、内部が密閉されているため構造的に通風が行われない。
通風性の悪さはマットレス内に様々な細菌、カビ、及びダニの繁殖を可能にする原因とな
る。そして、それらがアレルギー性鼻炎及び皮膚病のような様々な疾病の発病原因ともな
る。
マットレスの汚染を減らして様々な細菌、カビ、及びダニの繁殖などの問題を解決するた
めの技術として、大韓民国登録実用新案登録番号第０３７３７６３号の「寝台マットレス
クリーニング装置」が知られている。前記技術は本出願人によって紹介された技術であり
、上述のような寝台マットレスの汚染や細菌及び病原菌の繁殖を抑制してより清潔な状態
でマットレスを使用することを目的として提示されたものである。
前記技術は、マットレスの内部空間に発生する湿気を除湿ヒータで除湿し、空気循環ファ
ンで空気を自由に流動させ、紫外線を照射して細菌を滅菌するとともに、陰イオンとオゾ
ンを供給することで臭いを除去できる機能を付加して、マットレスに対し除湿、殺菌及び
脱臭作用を行い、マットレスをより清潔な状態で使用できるようにしたものであり、マッ
トレスの持続的な清潔維持に係わる技術である。
また、マットレスの清潔維持とは別にマットレスを発熱させて使用できるようにした技術
が知られているが、前記技術はマットレスに直接内蔵型の発熱ヒータを設置して発熱ヒー
タの熱によるマットレスの温度調節を可能にした直接発熱型マットレスが知られており、
また厳寒期や冬期に冷たいマットレスの表面温度を加温して使用するためにマットレス上
に別途の発熱マット（電気カーペット等）を敷いて使用する使用法も一般的である。
しかし、内蔵型の発熱ヒータを有するマットレスは広い表面積に対する広範囲な温度の上
昇を起こす構造であるため、発熱ヒータを動作する度に発熱ヒータ全体を発熱させ、これ
によって電力消費量が多くなる問題点があった。
例えば、マットレスの一部（２人用マットレスである場合、１人分の面積を除いた片方の
部分）の温度を上昇させるだけで十分であるにもかかわらず、一部の領域に対する選択的
な温度上昇が不可能なため、必要以上に発熱ヒータを稼動し、これによって電力消費量が
多くなってしまう。また、別途の発熱マットをマットレスに敷いて使用する場合は、発熱
マットの容量に選択性があって必要な部分に対する部分的な発熱が可能になり、電力消費
量を低減することはできるが、発熱ヒータが人体と直接的に接触するため電磁波に露出さ
れるという人体への有害性の問題を解決できず、マットレスを発熱させることなく室内暖
房に依存する場合は、過度な暖房エネルギーを使用しなければならない問題がある。
このように、寝台マットレス関連の技術としては良好な通風性を維持し、様々な細菌、カ
ビ及びダニなどが繁殖できないようにしてマットレスを清潔な状態で使用できるようにす
る技術やマットレスの温度を上昇させて使用する技術などが知られているが、寝台マット
レスを清潔に使用できるようにしながら厳寒期や冬期に発熱するマットレスの表面部位を
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選択しながら使用することができるマットレスに関する技術は知られていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
したがって、本発明の目的は前記のような従来の諸問題を解決するために創作されたもの
であり、マットレスの使用者が人為的にマットレス表面の分離温度調節を行うことができ
る上に、従来の発熱ヒータ方式に比べてエネルギー熱発散速度が速く良好な発熱性能や安
全性を有し、電力消費が少ないマットレスを提供することにある。
本発明の他の目的は、寝台マットレスを用いて生活する場合、暖房エネルギーを節約し、
トルマリンの陰イオン効果によって人体細胞の新陳代謝を促進し活力を増進させて疲労回
復作用をもたらすことで、寝台での健康的な生活を送ることができ、オゾンランプでオゾ
ンを発生させて寝台マットレスの内部空間の細菌及びカビを滅菌し繁殖を抑制するととも
に、臭いを除去してマットレスを常に清潔に維持することができるマットレスを提供する
ことにある。
本発明のさらなる目的は、使用者が室内を直接暖房する場合に比べて暖房エネルギーを節
約するように誘導して、電気使用に伴う管理費用を低減できるマットレスを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上述のような課題を解決するための本発明による「寝台マットレスの暖房及び殺菌装置」
は、上面を構成する表面シートと、前記表面シートを弾力的に支えるために弾性体が内蔵
されており、前面、後面、及び両側面からなる壁面と、を有する寝台マットレスにおいて
、内部に空間があって、側面の一部に切り開かれた設置用穴を有するマットレス本体と、
前記マットレス本体の内部に設置され前記マットレス本体に形成された内部空間を分離す
る分離手段と、前記マットレス本体の設置用穴に沿って装着されるケースと、前記分離手
段により区分されて形成されるマットレス本体の内部空間に対して熱風暖房や殺菌を行い
、内部の空気を流動循環させるために前記ケースを中心に設置される暖房及び殺菌装置部
と、からなることを特徴とする。
前記分離手段は、前記マットレス本体の内部空間を両方向に対称的に二分割されるように
長さ方向に沿って長く装着されることを特徴とする。
前記暖房及び殺菌装置部は、前記マットレス本体の内部空間の温度を調節するために、前
記ケースの内側に装着されるヒータと、前記ケースの内側に装着され前記マットレス本体
の内部空間上に空気を循環させる空気循環ファンと、前記ケースを中心に設置されオゾン
を発生するオゾンランプと、前記マットレス本体の内部空間の温度を感知する温度センサ
と、前記ヒータと前記空気循環ファンと前記オゾンランプとの駆動を制御するための駆動
回路部と、からなることを特徴とする。
前記暖房及び殺菌装置部は、前記マットレス本体の空間内に過熱温度を感知し、前記ヒー
タの過熱温度をチェックして前記駆動回路部と前記外部操作コントローラに検出信号を伝
送する温度過熱センサを前記マットレス本体の内部空間に具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
本発明によれば、マットレスを暖房する時に使用者の設定に基づいて温度調節を分離し、
温度調節暖房と連動して調節するか、または単独で制御しながら使用することができ、陰
イオンとオゾンを発生させて細菌及びカビの繁殖を抑制および除去できる上に、分離暖房
または同時暖房のいずれかを選択できるので常に暖かく清潔に使用することができ、快適
かつ清潔なマットレスの常時使用が可能であり、人体への有害性が無く冬期に暖房が可能
なマットレスを製作できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の実施の形態による寝台マットレスを説明するための斜視図である。
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【図２】本発明の実施の形態による暖房及び殺菌装置部を説明するための図である。
【図３】本発明の実施の形態による外部操作コントローラの構成を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の実施の形態による暖房及び殺菌装置部の背面図である。
【図５】本発明の実施の形態による暖房及び殺菌装置部の平面図であり、空気流動状態を
説明するための図である。
【図６】本発明の実施の形態による主要構成部のブロック図である。
【図７】本発明の実施の形態による寝台マットレスの内部における空気流動状態を説明す
るための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
以下、本発明の好ましい実施の形態を添付図面に基づき詳細に説明すれば次のとおりであ
る。
図１は、本発明の実施の形態による寝台マットレスの暖房及び殺菌装置の全体構成を説明
するための斜視図である。図２は、本発明の実施の形態による暖房及び殺菌装置部を説明
するための図である。図３は、本発明の実施の形態による外部操作コントローラの構成を
説明するための図である。図４は、本発明の実施の形態による暖房及び殺菌装置部の背面
図である。図５は、本発明の実施の形態による暖房及び殺菌装置部の平面図であり、空気
流動状態を説明するための図である。図６は、本発明の実施の形態による主要構成部のブ
ロック図である。図７は、本発明の実施の形態による寝台マットレスの内部における空気
流動状態を説明するための図である。
本発明による寝台マットレスの暖房及び殺菌装置は、上面１０を構成する表面シート１１
と、前記表面シート１１を弾力的に支えるために弾性体１２が内蔵されており、前面１３
、後面１４、及び両側面１５からなる壁面を有する寝台マットレス２０と、で構成される
。
具体的には、内部には空間２１があって、側面１５の一部に切り開かれた設置用穴２２を
有するマットレス本体２３と、前記マットレス本体２３の内部に設置され前記マットレス
本体２３に形成された内部空間２１を分離する分離手段２４と、前記マットレス本体２３
の設置用穴２２に沿って装着されるケース２５と、前記分離手段２４により区分されて形
成されるマットレス本体２３の内部空間２１に対して暖房および殺菌を行い、マットレス
本体２３の内部空間２１の空気を循環させるために前記ケース２５を中心に設置される暖
房及び殺菌装置部２６と、からなる。
前記設置用穴２２の内側と外側には前記ケース２５を固着するために設置用ブラケット２
７を具備することが好ましい。マットレス本体２３の設置用穴２２に設置される設置用ブ
ラケット２７は、前記暖房及び殺菌装置部２６をマットレス本体２３に堅固に組立てるた
めに有利である。
前記分離手段２４は、前記マットレス本体２３の内部空間２１を両方向に対称的に二分割
されるように長さ方向に沿って長く装着することが好ましい。図１は、分離手段２４は横
方向に設置した例を示しており、同じ原理から縦方向に設置することもできる。また、図
１にはマットレス本体２３の空間２１を対称的に二等分に分割した例を示したが、三等分
などのように分離手段２４の設置位置に沿ってマットレス本体２３の空間分割を自由に選
択できる。
前記分離手段２４は、難燃性ウレタンスポンジ、布材、合成樹脂材のうち、いずれか一つ
を選択して構成することができ、可能な限り熱変形が少ない素材を選択し適用して高温に
よる変形や火災に備えることが好ましい。
前記暖房及び殺菌装置部２６は、前記マトリックス本体２３の側面１５に切り開かれた設
置用穴２２に沿ってそれぞれ設置することが好ましい。図面には一つの分離手段２４を設
置して二等分されたマットレス本体２３の空間２１に対してそれぞれ個別的に暖房及び殺
菌装置部５７を設置した例を示した。
前記マットレス本体２３に装着される前記ケース２５の外部には、図２及び図３のように
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、操作パネル２９と動作状態表示パネル３０とで構成された外部操作コントローラ３１を
具備できる。
前記外部操作コントローラ３１は、前記暖房及び殺菌装置部２６側と有線又は無線で連結
され得る。ここで、外部操作コントローラ３１はケース２５の前面部に直接装着されるこ
とができ、別途のリモコンを用いた形式に分離させて構成することもできる。すなわち、
前記外部操作コントローラ３１は、以上で説明したように、暖房及び殺菌装置部２６の駆
動を制御するか、動作状態を表示するための一種のコントローラであり、ケース２５に組
み合わされる一体型、またはケース２５と分離されるリモコン形式などに構成されること
ができる。ケース２５との一体型にする場合は、暖房及び殺菌装置部２６と接続端子台３
６を介して直接連結することができ、ケース２５との分離型にする場合は一般的なリモコ
ン駆動方式に適用される無線送受信方式を適用して暖房及び殺菌装置部２６の駆動状態を
確認し制御できる。
前記暖房及び殺菌装置部２６は、図４及び図５のように、前記マットレス本体２３の内部
空間２１の温度を調節するためにケース２５の内側に装着されるヒータ３２と、前記ケー
ス２５の内側に装着され前記マットレス本体２３の内部空間２１上に空気を循環させる空
気循環ファン３３と、前記ケース２５を中心に設置されオゾンを発生させるオゾンランプ
３４と、前記マットレス本体２３の内部空間２１の温度を感知する温度センサ４５と、前
記ヒータ３２、前記空気循環ファン３３、及び前記オゾンランプ３４の駆動を制御するた
めの駆動回路部３５と、で構成されることができる。
前記ヒータ３２は、暖房と除湿が可能であるのが好ましく、表面にトルマリン（Ｔｏｕｒ
ｍａｌｉｎｅ）を塗布して稼動時にトルマリン陰イオンを発生させる構造が適している。
トルマリンは、多量のトルマリン成分の陰イオンを放射する物質であり、人体に及ぼす影
響としては、人体細胞の活性化、新陳代謝の促進、活力の増進、疲労回復などの効果を持
つ物質として知られている。
前記ヒータ３２としては、過熱を防止するために有利で、初期加熱時に予熱なしでも加熱
できるＰＴＣ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｅｆｆｉｃｅｎｔ）ア
ルミニウムヒータが適している。ＰＴＣヒータは、直線型及びコイル型の一般的なヒータ
に比べてエネルギー熱発散速度が速く、熱発生能力が優秀で、安全で電力消費が少ない特
徴があり、所定の温度に到達すれば、相転移（Ｐｈａｓｅ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ）によ
り温度が上昇するとともに、抵抗値が急激に増加してヒータの温度が低くなって過熱を防
止することができ、所定の温度（キュリー温度）で抵抗が急激に増加して、初期暖房加熱
時に予熱なしでも加熱できるという特性がある。
前記暖房及び殺菌装置部２６には、前記マットレス本体２３内の空間２１の過熱温度を感
知し、前記ヒータ３２の過熱温度をチェックして前記駆動回路部３５と前記外部操作コン
トローラ３１とに検出信号を伝送する温度過熱センサ３７を前記マットレス本体２３の内
部空間２１に具備できる。
また、暖房及び殺菌装置部２６に含まれる構成要素としては、前記外部操作コントローラ
３１とデータや制御信号を共有し、その処理結果を外部操作コントローラ３１側のマイク
ロプロセッサ３８に出力するマイクロプロセッサ３９を駆動させるための駆動回路部３５
と、前記駆動回路部３５に電源を供給するための電源供給部４０及び電源入力部４１と、
外部操作コントローラ３１側の接続端子台３６と噛み合い接続する接続端子台４２と、を
含むことができる。
また、前記外部操作コントローラ３１には、前記暖房及び殺菌装置部２６側のマイクロプ
ロセッサ３８の入出力データ信号を共有するマイクロプロセッサ３９に電源を供給する電
源供給部４３が選択的に具備される。外部操作コントローラ３１がケース２５と一体型で
ある場合は別途の電源供給部を有しなくても良い。
操作パネル２９には、電源動作停止キー２９ａ、暖房動作停止キー２９ｂ、殺菌動作停止
キー２９ｃ、トルマリン動作停止キー２９ｄ、暖房予約設定キー２９ｅ、暖房温度設定キ
ー２９ｆなどを設置することができ、前記キーに対応して暖房及び殺菌装置部２６の動作
状態を表示できるように動作状態表示パネル３０を設置することができる。未説明の符号
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４４は温度フューズである。
本発明による寝台マットレスの暖房及び殺菌装置の動作と作用を説明すれば次のとおりで
ある。
暖房及び殺菌装置部２６の電源供給部４０を介して電源が供給されると、駆動回路部３５
とマイクロプロセッサ３９とに電源が供給され、マイクロプロセッサ３９は決められたプ
ログラムの内容に従って各機能部である空気循環ファン３３、ヒータ３２、及びオゾンラ
ンプ３４を動作させる。ここで、空気循環ファン３３、ヒータ３２、及びオゾンランプ３
４は、駆動時期の選択や駆動時間などの予約設定が可能であり、ヒータ３２に供給される
電源を制御することによって暖房温度の設定や予約温度の設定を行うこともできる。
ヒータ３２はケース２５に装着され電源が印加されると発熱を開始し、空気循環ファン３
３が稼動すると、マットレス本体２３の内部空間２１の空気が空気循環ファン３２に流入
する。空気循環ファン３２に流入した空気はケース２５内からヒータ３２を介して放出さ
れ、その過程でヒータ３２により温度が上昇してマットレス本体２３の空間２１を流動す
ることでマットレス本体２３の空間２１は上昇した空気温度による暖房が行われる。
ヒータ３２は温度が上昇すると表面に塗布されているトルマリンによる陰イオンを発熱と
同時に放射する。トルマリンの陰イオン放射量はヒータ３２の発熱温度によって変動する
。
空気循環ファン３３によってマットレス本体２３の内部空間２１に流入して流動する空気
の流動範囲は、マットレス本体２３内の空間２１を分離する分離手段２４によって暖房及
び殺菌装置部２６が設置されている部分に限定される。
図１のように、マットレス本体２３の内部に分離手段２４が設置されている場合、分離手
段２４を基準として両方のどちらにも暖房及び殺菌装置部２６が設置されている場合にの
み両方に対する暖房及び殺菌が可能になる。したがって、分離手段２４を基準とした一方
の領域のみを選択する部分的な暖房と殺菌が可能になり、または、両領域に対して暖房と
殺菌を行うことができ、さらには、動作方式の選択によって交互に暖房と殺菌とを行うこ
とができる。このように、マットレス本体２３に分離手段２４を設置し、その分離手段２
４によってマットレス本体２３の全体面積のうち一部のみを選択して集中的に暖房を行う
ことができるので、使用者の選択によって暖房する面積を減らして電力消費量を低減する
ことができる。
また、ヒータ３２を製造し、成形する際にトルマリン粉を塗布成形することにより、ヒー
タ３２の動作に伴いトルマリンの陰イオンを発生させて寝台マットレスで生活する時にト
ルマリンの陰イオン効果によって人体細胞の新陳代謝を促進し、活力を増進させて疲労回
復作用をもたらすことにより、寝台での健康的な生活を送ることができ、オゾンランプ３
４でオゾンを発生させて寝台マットレスの内部空間２１の細菌及びカビを殺菌および抑制
するとともに、臭いを除去することによって寝台マットレスを長期間にわたって清潔な状
態で使用することができる。
【符号の説明】
【０００８】
２０：寝台マットレス
２１：空間
２２：設置用穴
２３：マットレス本体
２４：分離手段
２５：ケース
２６：暖房及び殺菌装置部
２７：設置用ブラケット
２９：操作パネル
３０：動作状態表示パネル
３１：外部操作コントローラ
３２：ヒータ
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３３：空気循環ファン
３４：オゾンランプ
３５：温度センサ
３６：接続端子台
３７：温度過熱センサ
３８、３９：マイクロプロセッサ
４０：電源供給部
４１：電源入力部
４２：接続端子台
４３：電源供給部

【図１】 【図２】
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