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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ベッド本体のフットボードに近接するボトム末端側に、載置されるマットレスの長手方向
足側端面が当接可能な足側マットレス止を備え、ヘッドボードのベッドフレーム取付側面
に、マットレスの長手方向頭側端面が当接可能な突面部を設ける構成としたことを特徴と
するマットレスずれ防止機能を有するベッド装置。
【請求項２】
ベッド本体のフットボードに近接するボトム末端側に、載置されるマットレスの長手方向
足側端面が当接可能な足側マットレス止を備え、ヘッドボードのベッドフレーム取付側面
に、マットレスの長手方向頭側端面が当接可能な突面部を設け、ボトムの側面側に、マッ
トレス側面が当接可能な横ずれ阻止部材を設ける構成としたことを特徴とするマットレス
ずれ防止機能を有するベッド装置。
【請求項３】
前記足側マットレス止は、棒状部材で構成してマットレスの長手方向足側端面が当接する
当接部と、足部とを有し、この足部に、前記当接部が前記マットレスの長手方向足側端面
に当接可能な位置で、ボトムに係止させるための第１の係止溝と、前記当接部がボトム上
に倒伏した状態で係止するための第２の係止溝とを設けたことを特徴とする請求項１又は
２に記載のマットレスずれ防止機能を有するベッド装置。
【請求項４】
前記横ずれ阻止部材は、ボトムの傾斜角度を指示する目盛を備えたことを特徴とする請求



(2) JP 4627194 B2 2011.2.9

10

20

30

40

50

項２記載のマットレスずれ防止機能を有するベッド装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベッド装置におけるボトムに、ボトムが平坦時においても、傾斜調節してい
るときでも、マットレスがずれないように支持することが可能な、マットレスずれ防止機
能を有するベッド装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ベッドにおけるボトムに載置されるマットレスは、ボトムのフットボード側に近
接した箇所に、コ型状に、足側を鉤型に屈曲加工したマットレス止を、ボトムの通孔に差
し入れて支持する構成としていた（図示省略）。すなわちこのマットレス止は、ボトムに
載置されるマットレスの重みで抜けないように保持している。
【０００３】
　従って、前記マットレス止では、簡単に外れてしまうので、このため、本出願人は、簡
単には外れない構造のマットレス止として、以前、例えば
【特許文献１】（特許第３５１６３３８号公報）に示すようなマットレス止１を提案して
いる（図１２参照）。
【０００４】
　このマットレス止１は、棒状部材を折り曲げ加工して、マットレス長手方向端面に当接
するコ型形状の当接部１ａと足部１ｂ，１ｂとを有している。
　これら足部１ｂ，１ｂは、当接部１ａに対し直角状に屈曲した水平部Ｈと、鉛直部Ｖと
、さらに末端側を直角状に屈曲させて返し部１ｃとし、前記足部１ｂには、係止溝として
溝部２を形成している（図１３参照）。
【０００５】
　かかるマットレス止１を、足側ボトム３に添設した支持枠部材４側の係止穴５に、足部
１ｂを挿通し、マットレス止１を装着している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記マットレス止１を、ボトム３に、マットレス長手方向端面に当接す
るコ型形状の当接部１ａが立ち上がった状態で、取り付けたまま梱包して搬送すると、搬
送中に、マットレス止１が何か外部のものとぶつかって破損のおそれがあり、前記マット
レス止１とボトム３とは、別体にしないと出荷できないという問題があった。
　また、足ボトム３側に上述のようにマットレス止１があっても、ベッド側部側には、ず
れ止め防止機能を有するものは見られなかった。
　本発明はこのような背景から、提案されたものであって、出荷時にボトムに組み付けた
ままで、ボトムと一体にして出荷できるようにし、出荷先で組み付ける作業をなくすと共
に、部品の在庫管理の手間をなくし、コストダウンを図った、マットレスずれ防止機能を
有するベッド装置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】
【０００７】
　前記した課題を解決するために、本発明では、請求項１において、ベッド本体のフット
ボードに近接するボトム末端側に、載置されるマットレスの長手方向足側端面が当接可能
な足側マットレス止を備え、ヘッドボードのベッドフレーム取付側面に、マットレスの長
手方向頭側端面が当接可能な突面部を設ける構成としたマットレスずれ防止機能を有する
ベッド装置を提案する。
　また本発明では、請求項２において、ベッド本体のフットボードに近接するボトム末端
側に、載置されるマットレスの長手方向足側端面が当接可能な足側マットレス止を備え、
ヘッドボードのベッドフレーム取付側面に、マットレスの長手方向頭側端面が当接可能な



(3) JP 4627194 B2 2011.2.9

10

20

30

40

50

突面部を設け、ボトムの側面側に、マットレス側面が当接可能な横ずれ阻止部材を設ける
構成としたマットレスずれ防止機能を有するベッド装置を提案する。
　また本発明では、請求項３において、前記足側マットレス止は、棒状部材で構成してマ
ットレスの長手方向足側端面が当接する当接部と、足部とを有し、この足部に、前記当接
部が前記マットレスの長手方向足側端面に当接可能な位置で、ボトムに係止させるための
第１の係止溝と、前記当接部がボトム上に倒伏した状態で係止するための第２の係止溝と
を設けたマットレスずれ防止機能を有するベッド装置を提案する。
　さらに本発明では、請求項４において、前記横ずれ阻止部材は、ボトムの傾斜角度を指
示する目盛を備えたマットレスずれ防止機能を有するベッド装置を提案する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、出荷時に足側マットレス止をボトムに組み付けたままで出荷できると
共に、納入先でボトムから当接部を起こした状態に付け換える作業だけで使用可能となり
、納入先での足側マットレス止のボトムの組付け作業が省略できる。
　マットレスずれ止めと兼用することで、簡敏で安価な、ボトムの傾斜角度指示手段を実
現することができる。
【０００９】
　請求項１によれば、ボトム上に載置されるマットレスは、マットレス上に使用者が乗り
降りしたり、ボトムを傾斜調節することで、マットレスにずれ、特にマットレス長手方向
にかかるずれが生ずる。これらずれは、それぞれ、ヘッドボードのベッドフレーム取付側
面の突面部と、フットボードに近接するボトム末端側の足側マットレス止によりマットレ
スの端部側が受け止めることで、解消することができる。
【００１１】
　請求項２によれば、ボトム上に載置されるマットレスは、マットレス上に使用者が乗り
降りしたり、ボトムを傾斜調節することで、マットレスに長手方向およひ幅方向にずれが
生ずる。これらずれは、それぞれ、ヘッドボードのベッドフレーム取付側面の突面部、フ
ットボードに近接するボトム末端側の足側マットレス止、さらにボトムの側面側の横ずれ
阻止部材により阻止される。
【００１２】
　請求項３によれば、足側マットレス止は、出荷時には、ボトムに足部の第２係止溝を係
止させることで、当接部をボトム上に倒伏した状態で保持することができ、梱包しやすく
、破損のおそれもない。
　使用時には、足部の第１係止溝を介してボトムに保持することで、当接部をマットレス
の長手方向足側端面に当接可能な位置にもたらすことができる。
【００１３】
　請求項４によれば、ボトムを傾斜調節する際、ボトムの側面側の横ずれ阻止部材に付し
た目盛により、ボトムの傾斜状態を、目視で容易に把握することができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明にかかるマットレスずれ防止機能を有するベッド装置につき、一つの実施
の形態を挙げ、添付の図面に基づいて説明する。
　図１にマットレスずれ防止機能を有するベッド装置６の一例を示す。このベッド装置６
は、キャスタ７を装着した台車部８に、昇降脚部９を介してベッドフレーム１０を支持し
、ベッドフレーム１０上にボトム１１を保持してマットレス１２を載置するようにしてい
る。
　このベッド装置６は、ギャッチ機能（背上げ下げ、膝上げ下げ調節）を有するもので、
図示しないボトム起伏機構によって、ボトム１１を構成する背ボトム１１ａ、腰ボトム１
１ｂ、膝ボトム１１ｃ、足ボトム１１ｄを傾斜させて所望の背上げ膝上げポジションが取
ることができる構成としている。
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　なお、これら背ボトム１１ａ、腰ボトム１１ｂ、膝ボトム１１ｃ、足ボトム１１ｄは、
それぞれ、周知の塑性加工によって形成された鋼製のボトムユニット１１Ｕを、一つ、あ
るいは複数（２～４）一体的に隣接させてボトム幅方向両端部に、それぞれ背ボトム端部
キャップ１３ａ、腰ボトム端部キャップ１３ｂ、膝ボトム端部キャップ１３ｃ、足ボトム
端部キャップ１３ｄを装着して構成している（図２参照）。
【００１５】
　以上のような構成のベッド装置６において、背ボトム１１ａと対向する、ヘッドボード
１４側には、背ボトム１１ａ上のマットレス１２の端部が当接可能に形成した突面部１５
を一体的に設けている（図３参照）。
　前記ヘッドボード１４は、周知の合成樹脂で一体成形され、幅寸法が、ボトム１１の幅
寸法に比較して、若干大きめの寸法としている。また、両幅側近傍の縦方向に沿った両袖
部１４Ｓ，１４Ｓは、背ボトム１１ａ側に向かって両縁部が迫り上がるように湾曲させて
いる。また、前記突面部１５は、ヘッドボード１４中央、下半部に位置していて、ベッド
フレーム１０装着時に、対向するマットレス１２の端部が均等に当接するように平面状に
突出面を形成している。
　そして、前記ヘッドボード１４の突面部１５両脇下部には、取り付けるべきベッドフレ
ーム１０先端と結合する、取付凹部１４ａ，１４ａを設けている。また、これら取付凹部
１４ａ，１４ａ直上には、ヘッドボード１４とベッドフレーム１０先端とを結合する結合
具（図示省略）に固設した、イリルガートルスタンド受具を位置させる凹所１４ivを設け
ている。さらに、ヘッドボード１４上辺近傍には、ヘッドボード１４を掴み上げる把持穴
１４ｈ，１４ｈを設けている。
【００１６】
　また、ベッド装置６中央の、腰ボトム１１ｂにおける鋼製のボトムユニット１１Ｕのボ
トム幅方向両端部に嵌合される腰ボトム端部キャップ１３ｂには、マットレス１２側面が
当接可能な横ずれ阻止部材１６を設けている（図１、図４参照）。
　なお、前記腰ボトム端部キャップ１３ｂは、内側に設けた嵌合筒１７、１７を介して、
ボトムユニット１１Ｕのボトム幅方向端部に装着している（図５参照）。
　前記横ずれ阻止部材１６は、細長形状の板部材で構成しており、前記腰ボトム端部キャ
ップ１３ｂに、二組のフック１８ｆと保持腕１８ａとを介して装着するようにしている。
　そのために、前記腰ボトム端部キャップ１３ｂには、横ずれ阻止部材１６におけるフッ
ク１８ｆおよび保持腕１８ａを受け入れるための取付欠部１９、１９を設けている。
　この取付欠部１９は、前記端部キャップ１３の上縁側に設けた、前記フック１８ｆ係合
用のフック受穴１９ａと、対向して端部キャップ１３の下縁側に設けた、前記保持腕１８
ａを当てて、横ずれ阻止部材１６をがたつかないように保持する切込穴１９ｂとを有して
いる。
【００１７】
　以上のようにして装着される横ずれ阻止部材１６は、長手側上辺両端側を、所定の曲率
半径の円弧状に形成している（図４参照）。そしてこの円弧状縁１６Ｅ，１６Ｅに沿って
内側に、略９０°の範囲で展開する傾斜角度指示凹部２０、２０を凹設している。この傾
斜角度指示凹部２０には、例えば０～７５°の範囲で角度目盛が付されており、前記円弧
状縁１６Ｅ，１６Ｅを通して見える、背ボトム１１ａ、膝ボトム１１ｃの傾斜角度を把握
できるようにしている（図６参照）。
【００１８】
　そして、ベッド装置６における足ボトム１１ｄには、マットレスずれ防止機能を有する
ものとして足側マットレス止２１を設けている（図１、図２参照）。
　この足側マットレス止２１は、ベッドの足ボトム１１ｄに載置されるマットレス１２の
端部をずれないように支えるためのものであって、棒状部材を折り曲げ加工して、マット
レス１２長手方向端面に当接するコ型形状の当接部２１ａと足部２１ｂ，２１ｂとを有し
ている。これら足部２１ｂ，２１ｂは、当接部２１ａから互いに平行に直角状に屈曲し（
水平部Ｈとする）、次いで所定箇所から直角状に屈曲させ（鉛直部Ｖとする）、さらに末
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端側を直角状に屈曲させて返し部２１ｃとしている（図７参照）。
　そして足部２１ｂには、鉛直部Ｖと水平部Ｈとに、前記当接部２１ａが前記マットレス
１２の長手方向足側端面に当接可能な位置で、ボトム１１に係止させるための第１の係止
溝２２と、前記当接部２１ａがボトム１１上に倒伏した状態で係止するための第２の係止
溝２３とを設けている。
【００１９】
　ここで、前記足ボトム１１ｄは、３つの鋼製のボトムユニット１１Ｕを隣接させ、これ
らボトムユニット１１Ｕの裏面側に、ボトム長手方向に添設した、一対の支持枠部材２４
、２４によって一体的に連結している。なお、ボトムユニット１１Ｕには多数の通孔２５
を適宜間隔毎に列設している。そして、前記支持枠部材２４は、これら通孔２５のうちの
一つを通過し、支持枠部材２４、２４の足ボトム１１ｄ寄りに、足側マットレス止２１の
足部２１ｂ、２１ｂを挿通するための係止穴２６、２６を形成している。
　また、一対の足部２１ｂ間の寸法は、前記支持枠材２４，２４における係止穴２６間の
寸法に比較して若干大きい寸法に設定してある。
【００２０】
　本発明にかかるベッド装置６は以上のように構成されるものであり、以下、その作用を
説明する。
　ボトム１１上に載置されるマットレス１２は、マットレス１２上に使用者が乗り降りし
たり、ボトム１１を傾斜調節することで、マットレス１２に長手方向およひ幅方向にずれ
が生ずる。これらずれは、それぞれ、ヘッドボード１４のベッドフレーム１０取付側面の
突面部１５、フットボード２７に近接するボトム末端側の足側マットレス止２１、さらに
ボトムの側面側の横ずれ阻止部材１６により阻止される。
【００２１】
　先ず、背ボトム１１ａと対向する、ヘッドボード１４の突面部１５には、ボトム１１上
にマットレス１２を載置すると、このマットレス１２の端部が当接する。この際、前記突
面部１５は、平面状に形成しているので、マットレス１２の端部は突面部１５に均等に当
たる。これによって、ベッド使用時に、特にボトム傾斜調節時にマットレス１２に長手方
向頭側に背ボトム１１ａとの間でずれが生じても、好適に抑えることができる（図２、図
３参照）。
　また、使用者がマットレス１２上で横たわっているときでも、マットレス１２の端部が
ヘッドボード１４の突面部１５に当接しているので、前記ヘッドボード１４とマットレス
１２との間に隙間ができず、ヘッドボード１４とマットレス１２との間から、使用者の頭
側に流れ込むと不快感を覚える空気流たる微風を遮断することもできる。
【００２２】
　また、マットレス１２の横ずれは、特に、使用者がベッド側面から乗り降りするときに
生ずる。この横ずれは、ベッド装置６中央の、腰ボトム１１ｂにおけるボトム幅方向両端
部の端部キャップ１３に装着する横ずれ阻止部材１６によって阻止することができる（図
１、図４参照）。
　この横ずれ阻止部材１６は、前記腰ボトム１１ｂにおける端部キャップ１３に、二組の
フック１８ｆと保持腕１８ａとを介して簡単に装着することができる。　すなわち、横ず
れ阻止部材１６におけるフック１８ｆは、端部キャップ１３の上縁側に設けたフック受穴
１９ａに臨入させ、次いで横ずれ阻止部材１６における保持腕１８ａを、端部キャップ１
３の下縁側に設けた切込穴１９ｂに当てて、横ずれ阻止部材１６をがたつかないように保
持することができる（図５参照）。
【００２３】
　以上のようにして装着される横ずれ阻止部材１６には、マットレス１２側面が当たり、
横ずれが好適に阻止される。
　そして、ボトム起伏機構を操作してボトム１１の傾斜調節を行う。
　すると、横ずれ阻止部材１６の長手側上辺両端側の円弧状縁１６Ｅ，１６Ｅを通して、
傾斜した背ボトム１１ａや、膝ボトム１１ｃを見ることができる。
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　ここで、前記円弧状縁１６Ｅ，１６Ｅ内側には、略９０°の範囲で展開する傾斜角度指
示凹部２０、２０が凹設してあり、この傾斜角度指示凹部２０には、０～７５°の範囲で
角度目盛が付されているので、前記円弧状縁１６Ｅ，１６Ｅを通して見える、背ボトム１
１ａ、膝ボトム１１ｃの傾斜角度が、容易に把握することができるのである（図６参照）
。
【００２４】
　そして、マットレス１２の長手方向足側へのずれは、フットボード２７に近接するボト
ム末端側の足側マットレス止２１によって阻止することができる。
　この足側マットレス止２１においては、使用前には、すなわち、新しく搬入されたての
時は、当接部２１ａがボトム１１上に倒伏した状態で係止されている（図８、図９参照）
。
　このとき、足側マットレス止２１の足部２１ｂにおける水平部Ｈに形成した第２係止溝
２３が、足ボトム１１ｄの裏面側の支持枠部材２４，２４と足ボトム１１ｄとが交叉する
双方の通孔２５において、通孔２５を通して見える位置にある支持枠部材２４，２４側の
係止穴２６に、ボトム幅方向外側に付勢された状態で係止している。このように、足側マ
ットレス止２１は、ボトム１１に取り付けた状態で梱包、搬送搬入が可能であるので、足
側マットレス止２１を他の付属部品のように、別に保管管理する必要はなくなる。
【００２５】
　使用の際には、先ず、足側マットレス止２１の一対の足部２１ｂ，２１ｂを、互いに近
接するように押圧して、前記係止穴２６から、水平部Ｈの第２係止溝２３を外し、足部２
１ｂの鉛直部Ｖにおける第１係止溝２２を、前記係止穴２６に係止させることで、返し部
２１ｃが支持枠部材２４，２４裏面側においてボトム長手方向に指向し、鉛直部Ｖがボト
ムを鉛直方向に貫く状態で、さらに水平部Ｈがボトム上面に当接した状態で保持される。
この際、コ型形状の当接部２１ａは、ボトム幅方向に指向し、且つ、足ボトム１１ｄのフ
ットボード２７側端面に沿った状態で保持される（図１０参照）。
　前記一対の足部２１ｂ間の寸法は、支持枠部材２４，２４における係止穴２６間の寸法
に比較して若干大きい寸法に設定されているので、足部２１ｂにおける第１係止溝２２は
、前記係止穴２６にボトム幅方向外側に付勢された状態で係止し、簡単には外れない。ま
た、例え、前記溝部２２が係止穴２６から外れても、返し部２１ｃによって足部２１ｂが
係止穴２６から抜け落ちるのを阻止することができる（図１１参照）。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明にかかるマットレスずれ防止機能を有するベッド装置の、側面説明図であ
る。
【図２】図１に示すベッド装置の平面図である。
【図３】図１に示すベッド装置のヘッドボードを示す、斜視説明図である。
【図４】本発明にかかるマットレスずれ防止機能を有するものの一つである横ずれ阻止部
材の拡大図である。
【図５】図４に示す横ずれ阻止部材の装着構成の一例を示す断面説明図である。
【図６】図４に示す横ずれ阻止部材の角度表示機能を説明するための要部拡大図である。
【図７】本発明にかかるマットレスずれ防止機能を有するものの一つである、足側マット
レス止の外観斜視図と、足側マットレス止を装着する足ボトムの外観斜視図である。
【図８】出荷時における、足側マットレス止の取り付け状態を示した、斜視説明図である
。
【図９】図８に示す足側マットレス止の取り付け状態の要部断面説明図である。
【図１０】使用時における、足側マットレス止の取り付け状態を示した、斜視説明図であ
る。
【図１１】図１０に示す足側マットレス止の取り付け状態の要部断面説明図である。
【図１２】従来のマットレス止の取り付け状態を示す、斜視図である。
【図１３】図１２に示す、マットレス止の外観斜視図と、マットレス止を装着するボトム
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の装着箇所の拡大図である。
【符号の説明】
【００２７】
１　　　　　　　　　　　　マットレス止
１ａ　　　　　　　　　　　当接部
１ｂ　　　　　　　　　　　足部
１ｃ　　　　　　　　　　　返し部
２　　　　　　　　　　　　溝部
３　　　　　　　　　　　　足側ボトム
４　　　　　　　　　　　　支持枠部材
５　　　　　　　　　　　　係止穴
６　　　　　　　　　　　　ベッド装置
７　　　　　　　　　　　　キャスタ
８　　　　　　　　　　　　台車部
９　　　　　　　　　　　　昇降脚部
１０　　　　　　　　　　　ベッドフレーム
１１　　　　　　　　　　　ボトム
１１ａ　　　　　　　　　　背ボトム
１１ｂ　　　　　　　　　　腰ボトム
１１ｃ　　　　　　　　　　膝ボトム
１１ｄ　　　　　　　　　　足ボトム
１１ｕ　　　　　　　　　　ボトムユニット
１２　　　　　　　　　　　マットレス
１３　　　　　　　　　　　端部キャップ
１３ａ　　　　　　　　　　背ボトム端部キャップ
１３ｂ　　　　　　　　　　腰ボトム端部キャップ
１３ｃ　　　　　　　　　　膝ボトム端部キャップ
１３ｄ　　　　　　　　　　足ボトム端部キャップ
１４　　　　　　　　　　　ヘッドボード
１４ｓ　　　　　　　　　　袖部
１４ａ　　　　　　　　　　取付凹部
１４ｈ　　　　　　　　　　把持穴
１４iv　　　　　　　　　　凹所
１５　　　　　　　　　　　突面部
１６　　　　　　　　　　　横ずれ阻止部材
１６ｅ　　　　　　　　　　円弧状縁
１７　　　　　　　　　　　嵌合筒
１８ｆ　　　　　　　　　　フック
１８ａ　　　　　　　　　　保持腕
１９　　　　　　　　　　　取付欠部
１９ａ　　　　　　　　　　フック受穴
１９ｂ　　　　　　　　　　切込穴
２０　　　　　　　　　　　傾斜角度指示凹部
２１　　　　　　　　　　　足側マットレス止
２１ａ　　　　　　　　　　当接部
２１ｂ　　　　　　　　　　足部
２１ｃ　　　　　　　　　　返し部
２２　　　　　　　　　　　第１係止溝
２３　　　　　　　　　　　第２係止溝
２４　　　　　　　　　　　支持枠部材
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２５　　　　　　　　　　　通孔
２６　　　　　　　　　　　係止穴
２７　　　　　　　　　　　フットボード
Ｖ　　　　　　　　　　　　鉛直部
Ｈ　　　　　　　　　　　　水平部

【図１】 【図２】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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