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二段ベッドの検査マニュアル 

 

昭和50年3月31日 

改正 昭和58年8月30日 

一般財団法人製品安全協会 

 

安全性品質について 

1.  外観及び構造 

1.(1)  認定基準 

(ｲ) 「各部」とは、ベッドを組み立てた状態で、外側面、上段の内面、下段の内面

（上段の裏面部で、下段上面に露出している部分を含む。）、及びはしご周辺をい

う。 

 なお、床板の取り付け方において、上段または下段の区別のないものにあって

は、床板を上下入れかえた状態でも確認するものとする。 

(ﾛ) 「突起や鋭い角部などがないこと。」とは、(ｲ)項の人体が触れるおそれがある

部分であって、傷害を与えるおそれのある部分には、容易に外れたり、割れたり

しない構造のものでカバーされているか、または、面取り加工などが施されてい

る状態をいい、ねじ部の突出も突起の一部とみなすものとするが、袋ナットなど

でカバーされている場合はこの限りでない。 

(ﾊ) 「柔軟なものによりカバーされていること」には、収縮チューブ、樹脂コーテ

ィングなどの構造も含むものとし、引っ掛ける部分を手で握ったとき、金属部が

直接手に触れない状態をいう。 

1.(2)  認定基準 

(ｲ) 「確定に取り付けられていること」の確認は、前後、左右、上下の操作できる

方向に5kg程度の力で数回ゆさぶって行うものとする。 

(ﾛ) 「……ベッド上段とベッド下段が明確に区別できないもの」とは、構造上ベッ

ドの上段・下段が逆に組めないもの、または、上段・下段を逆に組むことが可能

であっても取扱説明書等により上段・下段の区別が明確にしてある以外のものを

いう。 
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1.(3)  認定基準 

「布張りと同等以上の滑りにくさ」には、塩化ビニルシート等でカバーされてい

るものも含むものとする。 

1.(5)  認定基準 

「確実に固定されていること」とは、床板保持部を5kg程度の力で操作できる方

向に数回押したとき、接合部にがた、接着剤のはがれ、緩み等が生じないことをい

う。 

1.(6)  認定基準 

「外れ止めが施してあること。」には、外れ止めにがた、緩み等がなく、また、

外れ止めの近傍を操作できる方向に5kg程度の力を数回加えたとき、破損、がた、緩

み等が生じないものであることをいう。 

 

参 考 図 
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1.(8)  認定基準 

「……ほぼ平行であること。」とは、ベッドを水平な床面に静置した状態で、踏

み板上面が平行、若しくは、若干の前下りの状態をいう。 

1.(9)  基準確認方法 

「異物等が落下しにくい構造」には床板の組み立て上必要なすき間は含まれな

いものとする。なお、ここでいう組み立て上必要なすき間とは10mm以下のすき間

をいう。 

 ただし、床板と前後わくとのすき間にあっては、25mm以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、マットレスが付属しているものにあっては、マットレスを金網または、

これと同等以上のもので保持している構造で、かつマットレスが充分な剛性を有

するものは、マットレスを床板に準じるものとみなすものとする。 

 ただし、充分な剛性を有するマットレスとは、マットレスを使用状態におい

て、人が乗ったとき足が落ち込まない構造のものをいう。 
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1.(10)  認定基準 

「ベッドの使用時に移動しない構造であること」とは、就寝時にキャスターでベ

ッドの重量を負担している構造のものにあっては、キャスターにストッパーが設け

られていることをいう。 

1.(10)  基準確認方法 

「操作して確認すること」とは、キャスターにストッパーをかけた状態でベッド

を移動させたとき、キャスターの車輪が回転しないことを確認することをいう。 

 なお、試験は平滑な床面で行うものとする。 

1.(11)  認定基準 

「使用時及び収納時に確実に固定できる構造であること」とは、ベッドを所定の

位置に固定するためのストッパー等が設けられている構造をいう。 

1.(11)  基準確認方法 

「操作により確認すること」とは、所定の位置に固定した状態で、前後、左右、

上下及び収納、組立の操作できる方向へ5kg程度の力でゆさぶったとき固定の解除が

行われないことを確認するものとする。 

 

2.  認定基準 

各部の寸法は、水平、平坦な床面等にベッドを置いて測定するものとする。 

2.(1)  基準確認方法 

「床面からベッド上段の床板上面までの高さ」の測定は、認定基準図4に示す通

り、床面から直角に鋼製巻尺または、直定規などにより行う。ただし側わくが付

いているものにあっては、まず床面から直角に側わく上端面までを測定した寸法

から、ベッド上段の床板から側わくの上端面までの寸法を差し引いた長さをい

う。 

 なお、床板の一部にウレタン等の柔軟な材質を使用したものにあっては、ウレ

タン等を縦横10cmのあて板を介して、約1.5kgの力でつぶした状態で行うものとす

る。 

2.(2)  基準確認方法 

「切欠き」の長さの測定は、認定基準図5に示す通り鋼製巻尺または直定規など

により確認するものとする。 

2.(3)  基準確認方法 

 (1)  「ベッド上段の手すり」の高さの測定は、認定基準図6に示す通り手すりの一番

低い箇所を床板面から直角に、鋼製巻尺または直定規などにより確認するものと

する。 

 (2)  「ベッド上段の前わく及び後わく」の高さの測定は、認定基準図6に示す通り、
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それぞれの一番低い箇所を床板面から直角に、鋼製巻尺または直定規などにより

確認するものとする。 

 (3)  マットレスが付属しているものの手すり及び前後わくの高さの測定方法は次の

とおりとする。 

(ｲ) マットレスを取り除いた状態で、マットレスのベッド接地部上面から手すり

及び前後わく上端までの高さ（h1）を測定し、更に日本工業規格Ｓ 1101住宅用

普通ベッド4寸法の測定に定める方法によりマットレスの厚み（h2）を測定す

る。 

(ﾛ) マットレス上面から手すり及び前後わく上端までの高さは、h1の寸法からh2の

寸法を減じた値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

2.(4)  基準確認方法 

(ｲ) 認定基準図7に示す方法をノギス若しくは直定規などにより測定する。 

(ﾛ) 「同等以上の安全性を有していること」とは、メス・オス若しくはそれに準ず

るかん合構造を採用しているものにあっては、メス、オスの接合長さ及びオス部

の最小胴径部が基準寸法以上であることをいう。 

 なおメス・オスの接合の確実性については、接合部を5kg程度の力で前後・左

右に2～3回押して確認するものとする。 

2.(5)  基準確認方法 

はしご各部の測定は、認定基準図8に示す通り、ノギス又は、直定規などにより

確認するものとする。 

2.(6)  基準確認方法 

(ｲ) 部材間のすき間の測定は、直径100mm、若しくは、直径90mmの円筒ゲージが直

通しないことを確認するものとする。 

(ﾛ) 前後わく等の検査対象となる部材間のすき間部分に近接して設けられた飾り

棒、若しくは、それに準じる形状のものを有している構造のものにあっては、飾

り棒により構成されるすき間が下図のように基準寸法以下か、若しくは、250mm

以上であること。 
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2.(7)  基準確認方法 

測定は、認定基準図10に示す通り、ノギス、又は直定規などにより確認するも

のとする。 

2.(8) 基準確認方法 

(ｲ) 測定は、認定基準図11に示す通り、ノギスまたは直定規などにより確認するも

のとする。 

(ﾛ) 切欠き部の角が円形状に加工されているものにあっては、下図のように円形の

始まる点をもって基準点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

2.(9)  基準確認方法 

(ｲ) 「重なり代」の測定は、落下防止具を取り付けた状態で、認定基準図13に示す

通りノギスまたは直定規などにより確認するものとする。 

(ﾛ) 「同等以上の安全性を有すること。」には、床板を受けるための銅線等が側板

等に直接溶接されているものも含むものとする。 
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 なお、取り付けの確実性については、5kg程度の力で操作できる方向を数回押

して確認するものとする。 

 

3.  認定基準 

多目的ベッドにおける全体の強度試験は、認定基準の項目に従って取扱説明書等に本

体に対する付属品等の取り付け方が明示されていない場合は、最も条件の悪い状態で行

うことを原則とする。 

3.(1)  基準確認方法 

「使用上支障がある変形等」とは、折れ、割れ、緩み、がた、著しい曲がり、

そり、傾きなどをいう。 

 「ぐらつき等がないこと」とは、荷重除去後、支柱、床板、たなの各部分など

を手先にて、軽く前後に押したとき、折れ、割れ、緩み、がた、著しい曲がり、

そり、傾き、などがないことをいう。 

3.(2) 基準確認方法 

(ｲ) 測定は、認定基準図15に示す通り、砂袋は静かに床板上に置き、参考図の荷重

試験機器などを用いて静かに力を加えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 「使用上支障のある変形等」とは、支柱の折れ、曲がり、そり、緩み、がた、

傾きなどをいう。 
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(ﾊ) 「ぐらつき等がないこと」とは、荷重除去後、支柱、その他、組立部分を両手

にて軽く前後に押したとき、折れ、割れ、き裂、著しい曲がり、がた、又は傾き

などがないことをいう。 

(ﾆ) 多目的ベッドにおける強度試験は、次の状態で行うものとする。 

○ 付属品がベッド本体の支柱等に固定または組み込んで使用する旨本体表示ま

たは取扱説明書等に明示されている構造のものにあっては、付属品をベッド本

体に固定、または組み込んだ状態で行うものとする。 

○ 付属品をベッド本体に固定せず、ベッド内部の空間を利用して組み込んだ

り、外部に設置しても使用することができる構造のもの（注；ベッドに組み込

んで使用する旨表示されていないもの）にあっては、付属品を本体から取り除

いた状態で行うものとする。 

4.(1) 基準確認方法 

(ｲ) 認定基準図16に示す通り、前わく、又は後わくの最上端のほゞ中央に参考図の

荷重試験機器など用いて静かに力を加えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 「使用上支障のある変形等」とは、わくの折れ、割れ、き裂、著しい曲がり、

そり、がた、又は傾きなどをいう。 

(ﾊ) 「ぐらつき等がないこと」とは、荷重除去後、わくを両手にて軽く前後に押し

たとき、折れ、割れ、き裂、緩み、がた、著しい曲がり、そりなどがないことを

いう。 

4.(2)  基準確認方法 

(ｲ) 測定は、認定基準図17に示す通り、ベッドの脚部の内側を床面に固定し、参考

図のような荷重試験機器などを用いて、床面と平行に静かに力を加えるものとす

る。 
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(ﾛ) 「使用上支障のある変形等」とは、手すりの折れ、割れ、き裂、著しい曲が

り、そり、がた、又は傾きなどをいう。 

(ﾊ) 「ぐらつき等がないこと」とは、荷重除去後、手すりを両手にて軽く前後に押

したとき、折れ、割れ、き裂、緩み、がた、著しい曲がり、そりなどがないこと

をいう。 

4.(3)  基準確認方法 

(ｲ) 測定は、認定基準図18に示す通り、着脱式手すりを参考図のような荷重試験機

器などを用いて、静かに加えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 「破損がないこと」とは、割れ、き裂、折れ、がた、著しい曲がり、そり、傾

きなどがないことをいう。 
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4.(4)  基準確認方法 

(ｲ) 認定基準図19に示す通り、組子中央部に、参考図の荷重試験機器などを用いて

静かに力を加えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 組子の選定は次のとおりとする。 

○ 組子が同一の形状・材料を使用している場合は、何れか1ヶ所のみ選定する

ものとする。 

○ 組子の形状が異なる場合は、前後わく及び側わくから原則として各1本を選

定するものとする。 

○ 組子は、形状等から見て最も弱いと思われるものを選定するものとする。 

(ﾊ) 「使用上支障のある変形等」とは、支柱の折れ、曲がり、そり、緩み、がた、

傾きなどをいう。 

(ﾆ) 「ぐらつき等がないこと」とは、荷重除去後、支柱、その他組立部分を両手に

て軽く前後に押したとき、折れ、割れ、き裂、著しい曲がり、がた、又は傾きな

どがないことをいう。 

4.(5)  基準確認方法 

(ｲ) 布、レザー、ネット、籐の中央部に参考図の加重試験機器などを用いて静かに

力を加えるものとする。 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 試験を行う個所は、同一の形状、材質を使用しているものにあっては、面積の

最も大きいものについて行うことを原則とする。 

(ﾊ) 布等を使用していることにより、あて板を固定できないものにあっては、布等

に下図のように穴を開けて試験を行ってもよいものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ) 「使用上支障のある変形等」とは、著しい伸び、緩み、曲がり、がた等を含む

ものとする。 

 また、「使用上支障のある永久伸び等」については、検査マニュアル2.(6)基準

確認方法(1)に規定する円筒が直通しないことを確認するものとする。 

5.(1)  基準確認方法 

(ｲ) 「水平方向に約5kgの力で前後に10回ゆさぶる」とは、認定基準図20に示す通

り、はしごの両側のほゞ中央部を両手で保持し、はしごの末端を固定して前後に

ゆさぶることをいう。 

(ﾛ) 「変形等」とは、著しい曲がり、傾き、がた、き裂などがないことをいう。 

5.(2)  基準確認方法 

測定は、認定基準図21に示す通り、はしごを床面と垂直に持ち上げ、参考図の

ような荷重試験機器などを用いて、静かに力を加えたとき、取付け部などがベッ

ドより外れないことを確認する。 
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5.(3)  基準確認方法 

はしごに45kgの力を加えたとき、ベッド本体が浮き上がる場合は、床板上面に

砂袋を載せるか、または支柱の脚等を固定すること。 

5.(4) 基準確認方法 

(ｲ) 認定基準図23に示す通り、はしごの上端踏板中央を参考図の荷重試験機器など

を用いて静かに力を床面に垂直に加えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、ベッド本体が浮き上る場合には、はしごの反対側に砂袋を載せるか、

又は支柱を固定して行うものとする。 
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(ﾛ) 「使用上支障のある変形等」とは、折れ、割れ、緩み、き裂、著しい曲がり、

そり、又は傾きなどをいう。 

(ﾊ) 「ぐらつき等がないこと」とは、荷重除去後、側わく、手すり、はしごなどを

両手にて軽く前後に押したとき、折れ、割れ、き裂、著しい曲がり、そり、がた

又は傾きなどがないことをいう。 

6.(1)  認定基準 

「木質材」とは、合板、パーチクルボード、ハードボードなどをいう。 

6.(2)  基準確認方法 

(ｲ) 測定個所は、支柱、はしご、床板、側わく、前わく、後わく及びたなのそれぞ

れの任意の3ヶ所を測定し、その平均値をもって確認するものとする。 

(ﾛ) 電気的測定方法により測定したとき、15パーセントを越えたときは、全乾法に

よって再確認すること。 

6.(3)  基準確認方法 

「耐食性材料」には、ステンレス鋼、真ちゅう、アルミニウム等を含むものとす

る。 

6.(4)  認定基準 

「繊維製品を使用したもの」の有害性の確認は、製造メーカー又は第3者検査機

関の検査成績書により行うものとする。 

7.  認定基準 

「使用上の安全性を損なわないものであること」とは、下記の規定を満足するものを

いう。 

 ただし、多目的ベッドの下記の規定に適合しているかの確認は、指定検査機関の試験

に合格した旨の証明書（試験成績書）の写しの提出があれば省略することができる。な

お、試験成績書の申請方法は、別途指示するものとする。 

7.1  外観・形状 

 (1)  ベッド上段の床板上面までの高さが900mm以上のものにあっては、部材、付属品

等は、ほぼベッド上段の側板の垂直投影面と同一か、または、以内であること、

ただし、下記の事項に該当する場合にあっては、多少の外部への突出があっても

良いものとする。 

(ｲ) 親子ベッドで使用できる構造であって、就寝時にベッドを離して使用する旨

を本体表示または、取扱説明書等で明示されているもの。 
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(ﾛ) ソファ等の突出している座前縁端部がクッション性を有する軟らかい材料で

構成されているもの。 

(ﾊ) 机機能を有するもので、就寝時に突出している甲板等を収納または取り外す

ことにより、垂直投影面と同一か、または以内にできる構造であって、その旨

を本体表示または取扱説明書等で明示されているもの。 

 ただし、収納式のものであって、手かけ等構造上やむをえない部分を有する

ものにあっては、収納時に垂直投影面からの若干の突出はやむをえないものと

する。 

 若干の突出とは、5センチメートル以内とする。 

 (2)  ベッドの内部の空間を利用して、机またはソファ等を設けた構造のものにあっ

ては、使用状態において甲板またはソファ等の端部直上部は、構造上可能な範囲

の空間を設けるものとする。 
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7.2  性  能 

多目的ベッドの本体については、認定基準により強度試験を行うものとし、付属

品については、各機能別に分類して、以下の試験方法により行うものとする。 

 なお、多目的ベッドの付属品等の試験は、取扱説明書及び下記試験方法に明示が

ない場合は、最も条件の悪い状態で行うことを原則とする。 

7.2.1 机機能を有する構造のもの 

 (1)  机の甲板中央部に甲板の面積から算出した重量（注1）の荷重をあて板（注

2）を介して、24時間かけた状態及び荷重を除去した状態で、破損、外れ、及

び使用上支障のある変形等がないこと（注3）を確認すること。 

 なお、甲板が収納式のものにあっては、甲板は引き出した状態で試験は行

うものとする。 

 また、机部にたな、引出し、扉等が設けられているものがあっては、各機

能別に規定されている項目により試験は行うものとする。ただし、試験は同

時に行う必要はない。 

(注1) 荷重の算出式 

Ｗ＝Ｓ×0.026kg/cm2 

Ｗ；荷重の大きさ（kg） 

  ただし、上限値は180kgとする。 

Ｓ；甲板の面積（cm2） 

(注2) あて板の寸法は、幅300mm、長さ300mm、厚さ約10mmで、木製を標準と

する。 

(注3) 「使用上支障のある変形等がないこと」とは、引出し、扉等の付属機

能を有しているものにあっては、開閉等の各々の機能に支障をきたすよう

な変形等がないことをいう。 

 (2)(ｲ)  机部がベッド本体の支柱等に固定、または、組み込んで使用する旨本体表

示または取扱説明書等に明示されている構造のものにあっては、ベッド本

体に固定、または、組み込んだ状態で、認定基準3.(2)項（全体の剛性試

験）により試験を行い、各部に破損、外れ、及び使用上支障のある変形等

がないこと（注3）を確認すること。 

(ﾛ) 机部をベッド本体に固定せず、ベッド内部の空間を利用して組み込んだ

り、外部に設置しても使用することができる構造のもの（注；ベッドに組

み込んで使用する旨表示されていないもの）にあっては、甲板側面中央部

に認定基準3.(2)項に準じ、甲板長手方向へ水平に45kgを交互に各10回（1

サイクルは約5秒間とする。）を加えたとき、破損、外れ、及び使用上支障
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のある変形等がないこと（注3）を確認すること。 

 なお、試験は下図のように机の脚部を外側から高さ50mmのストッパーで

保持して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  甲板前縁中央部にあて板（注4）を介して45kgの荷重を1分間加えたとき、転

倒または甲板の浮き上がりがないこと。 

 なお、甲板が収納式のものにあっては、甲板は引き出した状態で試験は行う

ものとする。 

 また、机部を外部に設置しても使用することができる構造のもの（注；ベッ

ドに組み込んで使用する旨表示されていないものにあっては、甲板の一端の角

部にあて板（注4）を介して45kgの荷重を1分間加えたとき転倒しないこと。 

 なお、角部の選定は、最も不安定な位置とする。更に甲板上にたなが設けら

れている構造のものにあっては、たなの最上部の角部についても、同様に荷重

を加えて確認するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注4) あて板寸法は、幅100mm、長さ100mm、厚さ約10mmで木製を標準とす

る。 
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 (4)  甲板が収納式のものにあっては、甲板を引き出し方向に5kgの荷重で水平に1

分間引っ張ったとき、容易に脱落しない構造であること。なお、下図のように

机またはこれに準ずる構造のものにあっては、甲板端部を水平にそれぞれ3方向

について引っ張るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 いす機能を有する構造のもの 

 (1)  座上面中央部に20kgの砂袋を10cmの高さから250回繰り返し落下させたと

き、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形等がないこと（注5）を確認

すること。 

 ただし、落下回数は毎分5回から15回とする。また、衝撃試験でいすが移動

する場合にあっては、前脚または後脚がずれないように保持して行うものとす

る。 

(注5) 「使用上支障のある変形等がないこと」には、だほ、ほぞ構造を有して

いるものにあっては、接合部のはがれによるぐらつき、溶接部にあっては

微小クラックの発生、ねじを使用しているものにあっては、ねじの浮き、

座面の高さ等の調整機能を有しているものにあっては、調整不能等がない

状態も含むものとする。 

 (2)  前脚部の末端を固定した状態で背もたれの上端中央部を水平に60kgの荷重を

1分間加えたとき、荷重を負荷した状態及び除去した状態で、破損、外れ及び

使用上支障のある変形がないこと（注5）を確認すること。 
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 (3)  手すりを有する構造のものにあっては、片側の脚部の末端を固定した状態

で、反対側の手すりの中央部を水平に30kgの荷重を1分間加えたとき、荷重を

負荷した状態及び除去した状態で、破損、外れ及び使用上支障のある変形等が

ないこと（注5）を確認すること。 

 

（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 (4)  自立して使用できる構造のものにあっては、後方に15度傾斜させたとき、転

倒しないことを確認すること。 

 また、回転いす等の脚の向きにより転倒角度に影響を与える構造のものにあ

っては、最も不安定な状態で試験は行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 たな機能を有する構造のもの 

 (1)  たな板上面に、下表の条件により算出した荷重を等分布に24時間加えたと

き、荷重を負荷した状態及び除去した状態で、各部に破損、外れ、及び使用上

支障のある変形等がないこと（注6）を確認すること。 

 ただし、脱落式のたな受具を使用したものにあっては、荷重を加える前に、

たな板を一方の側板に密着させた状態でたな受具を引き抜ける限度まで引き抜

いてから試験を行うこと。 
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表 

たな板の奥行 
たな板の間口100mm当

たりのおもりの重量 

200mm未満 3kg 

200mm以上 4.5kg 

 

 

なお、試験を行うたな板の選定は次のとおりとする。 

奥行寸法が異なるたな板を有するものにおいては、奥行200mm以上のものにあ

っては、奥行200mmに近接し、かつ間口が最も広いものについて行い、奥行

200mm未満のものにあっては、間口が最も広いものについて試験を行うことを

行うことを標準とする。 

（注6） 「使用上支障のある変形等がないこと」には、だぼ状たな受具を使

用したものにあっては、著しいだぼのがたつき、抜け出し等がない状

態も含むものとし、更に、可動部（扉、引戸、引出し等）にあって

は、各々の機能を阻害するような変形等がない状態も含むものとす

る。 

 (2)  たな板は容易に前に引き出せない構造（注7）であること。 

 ただし、さん等によりたな板両端の全体を保持する構造のものは除くものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注7） 「容易に前に引き出せない構造」とは、だぼ状たな受具を使用して

いるものにあっては、たな板にたな受具を落し込むための溝を有する

構造を言う。 

 

 

 

 



- 20 - 

7.2.4 引出し機能を有する構造のもの 

 (1)  引出しを奥行の内のりの3分の2引き出した状態で、引出し内に10kgの荷重を

ほぼ等分布になるように加え、24時間放置したとき、各部に破損、外れ及び使

用上支障のある変形等がないこと（注8）を確認すること。 

 ただし、試験を行う引出しの選定は次のとおりとする。 

 内容積の異なる引出しを有するものにあっては、最も内容積の大きいものを

標準とする。 

（注8） 「使用上支障のある変形がないこと」には、引出しの出し入れの機

能が阻害それるような変形等がない状態も含むものとする。 

 (2)  引出しの側板の全長の2分の1の位置を固定した状態で、取手または引手を引

出しの間口450mm以上のものにあっては30kg、間口450mm未満のものにあっては

15kgの力で引っ張ったとき、各部に破損、外れ、及び使用上支障のある変形等

がないこと（注9）を確認すること。 

 ただし、取手等が引っ張れない形状のものにあっては、前板中央部を引っ張

るものとする。 

 また、取手または引手が2個付いているものにあっては、荷重を2ヶ所で負担

するものとする。 

 なお、試験を行う引出しの選定は次のとおりとする。 

 間口の異なる引出しを有するものにおいては、間口450mm以上のものにあっ

ては、間口が450mmに近接したものについて行い、間口450mm未満のものにあっ

ては、間口が最も狭いものについて試験を行うことを標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

参考例 

 取手等が引っ張れ 

 ない形状のもの 
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（注9） 「使用上支障のある変形等がないこと」には、だぼ、ほぞ等で接合

されているものにあっては、接着剤のはがれ等によるぐらつき等がな

い状態も含むものとし、更に引出しの出し入れ機能を阻害されるよう

な変形等がない状態も含むものとする。 

7.2.5 扉構造を有するもの 

扉を有している付属品の高さが950mm以上のものにあっては、扉を90度に開き

（両開きのときは両とびらとも開く）、一方の扉の先端から50mm内側上縁に10kg

の荷重を1分間加えたとき、荷重を負荷した状態及び除去した状態で、破損、外

れ及び使用上支障のある変形等がないこと（注10）を確認すること。また、扉の

面積（両開きにあっては、片側の扉）が2,000平方cm以下のものにあっては、本

試験を行う必要はない。ただし、試験を行う扉の選定は次のとおりとする。 

 種々の形状のとびらを有するものにあっては、最も面積が大きいものについて

試験を行うことを標準とする。 

 なお、本体が浮き上がるものにあっては、本体を固定して行っても良いものと

する。 

（注10） 「使用上支障のある変形等がないこと」には、接合部に接着剤を使

用しているものにあっては、接着剤のはがれ、ねじ等を使用している

ものにあっては、ねじ等の浮き、及び扉の開閉において所定の位置へ

の固定等の機能を阻害されるような変形等がない状態も含むものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.6 ハンガー構造を有するもの 

ハンガーの中央部に長さ10cm当り3kgの荷重を1分間加えたとき、荷重を負荷し

た状態及び除去した状態で、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形等がない

ことを確認すること。 
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7.2.7 箱形形状を有する構造のもの 

 (1)(ｲ)  高さが950mm以上のもので、ベッド本体の支柱等に固定または、組み込ん

で使用する旨本体表示または取扱説明書等に明示されている構造のものにあ

っては、ベッド本体に固定、または、組み込んだ状態で、認定基準3.(2)項

により試験を行い、各部に破損、外れ、及び使用上支障のある変形等がない

こと（注11）を確認すること。 

(ﾛ) 高さが950mm以上のもので、外部に設置しても使用することができる構造

のもの（注；ベッドに組み込んで使用する旨表示されていないもの）にあ

っては、扉を開けた状態、引出しを抜いた状態で、最上部から50mm、前面

から50mmの個所にあて板（注12）を介して30kgの荷重を交互に各10回（1サ

イクルは約5秒とする。）加えた後、荷重を除去した状態で、各部に破損、

外れ、及び使用上支障のある変形等がないこと（注11）を確認するものと

する。 

（注11） 「使用上支障のある変形等がないこと」には、接合部に接着剤を使

用しているものにあっては、接着剤のはがれ、ねじの浮き及び引出

し、扉等が設けられているものにあっては、各々の機能を阻害するよ

うな変形等がない状態も含むものとする。 

（注12） あて板寸法は、幅10cm、長さ10cmの木製を標準とする。 

 (2)  高さが950mm以上のものにあっては、最上部で間口の2分の1の個所を前方向

に3kgの力（注13）で1分間引っ張ったとき、転倒しないことを確認すること。

ただし、下記の事項に該当する構造のものにあっては、上記の安定性試験を行

うことを要しない。 

(ｲ) 高さが950mm未満のもの。 

(ﾛ) ベッド本体の支柱等に固定して使用する旨本体表示または取扱説明書等に

明示されているもの。 

(ﾊ) ベッド本体に組み込んで使用する旨本体表示または、取扱説明書等に明示

されているものであって、箱形形状を組み込んだ状態で傾けたとき、天板部

が本体と接触して転倒しない構造のもの。 

(ﾆ) 転倒防止金具が付属しているもの。 

（注13） 荷重の負荷方法は重錘式を原則とするが、これと同等以上の性能を

有する負荷方法で行っても良い。また、荷重は静かに加えるものと

し、機械的に負荷をかける場合にあっては、負荷速度は毎分50mm以下

とする。 
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7.2.8 その他 

想定している機能、構造あるいは付属品以外のものにあっては、基準に準じて製品

安全協会と指定検査機関とが協議して判定するものとする。 

 

表示及び取扱説明書 

1.1 認定基準 

「容易に消えない」とは、手又は布でこすったとき、消滅又ははく離しないことを

いう。 

 


