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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上板（１０）、
　下板（２０）、
　前記上板と前記下板との間の両側方に垂直に設けられ、上部体（３１）と下部体（３２
）に分割構成されて、前記上部体と前記上板、前記下部体と前記下板とがバネ蝶番（４０
’）で長さ方向に沿ってそれぞれ連結され、前記上部体と前記下部体とがバネ蝶番（４０
）で長さ方向に沿って連結されて、前記上部体と前記下部体との外面が対向するように内
側に折り畳まれる左右側板（３０）（３０’）、および
　前記下板の前後に下部蝶番（４０”）で連結設置され、内側に回転して折り畳まれる前
後側板（５０）（５０’）
によって内部に積載空間部（２）を形成するコンテナー本体（１００）を含み、
　前記上板（１０）と前記左右側板の上部体（３１）との間、前記下板（２０）と前記左
右側板の下部体（３２）との間、および前記上板（１０）と前記前後側板（５０）（５０
’）との間の連結部分それぞれに、これらを互いに固定または固定解除作動するキャッチ
クランプ（６０）を少なくとも一つ有し、前記キャッチクランプ（６０）は、軸回転可能
な係止環を有するクランプ（６１）と前記係止環が係止可能な位置に配置された係止鉤（
６７）とからなる、折畳式コンテナーであって、
　前記コンテナー本体（１００）の内部に前後の長さ方向に回転軸棒（２１０）が回転可
能に軸設され、
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　前記回転軸棒は、ベルト（２２０）によって引っ張る前記左右側板の上部体（３１）の
下端部または前記左右側板の下部体（３２）の上端部と、前記ベルトを介して連結され、
　前記回転軸棒を回転操作してベルト（２２０）を巻き取ることにより、前記左右側板の
上・下部体を内方に引っ張って折り畳む側板折畳手段（２００）を含んでなることを特徴
とする、折畳式コンテナー。
【請求項２】
　上板（１０）、
　下板（２０）、
　前記上板と前記下板との間の両側方に垂直に設けられ、上部体（３１）と下部体（３２
）に分割構成されて、前記上部体と前記上板、前記下部体と前記下板とがバネ蝶番（４０
’）で長さ方向に沿ってそれぞれ連結され、前記上部体と前記下部体とがバネ蝶番（４０
）で長さ方向に沿って連結されて、前記上部体と前記下部体との外面が対向するように内
側に折り畳まれる左右側板（３０）（３０’）、および
　前記下板の前後に下部蝶番（４０”）で連結設置され、内側に回転して折り畳まれる前
後側板（５０）（５０’）
によって内部に積載空間部（２）を形成するコンテナー本体（１００）を含み、
　前記上板（１０）と前記左右側板の上部体（３１）との間、前記下板（２０）と前記左
右側板の下部体（３２）との間、および前記上板（１０）と前記前後側板（５０）（５０
’）との間の連結部分それぞれに、これらを互いに固定または固定解除作動するキャッチ
クランプ（６０）を少なくとも一つ有し、前記キャッチクランプ（６０）は、軸回転可能
な係止環を有するクランプ（６１）と前記係止環が係止可能な位置に配置された係止鉤（
６７）とからなる、折畳式コンテナーであって、
　前記コンテナー本体（１００）の内部に前後の長さ方向に回転軸棒（２１０）が回転可
能に軸設され、
　前記コンテナー本体内の前記左右側板のいずれか一側の上部体または下部体に前記回転
軸棒（２１０）が回転可能に軸設され、
　前記回転軸棒にベルト（２２０）の一端部が連結され、前記ベルトの他端部が対向側の
側板に水平に連結設置され、前記回転軸棒を回転操作してベルトを巻き取ることにより、
前記左右側板の中央を内方に引っ張って折り畳む側板折畳手段（２００）を含んでなるこ
とを特徴とする、折畳式コンテナー。
【請求項３】
　前記回転軸棒（２１０）にはベルトの巻き取りのためにスプール（２１５）を外嵌する
ことを特徴とする、請求項２に記載の折畳式コンテナー。
【請求項４】
　前記回転軸棒（２１０）は、一端部に多角形突起部（２１７）を設け、
　前記多角形突起部は、コンテナー本体（１００）の外側に貫設された貫通孔（１０５）
に挿入するよう位置され、前記多角形突起部にレンチ溝付きラチェットハンドルを外嵌回
転させて本体の外側から回転軸棒を回転操作するように構成されることを特徴とする、請
求項２に記載の折畳式コンテナー。
【請求項５】
　前記バネ蝶番（４０）（４０’）は、上下の固定片（４１）（４１）が、少なくとも一
つのねじりコイルバネ（４６）が挿入される軸ピン（４５）によって回転可能に軸着され
、
　前記固定片（４１）（４１）の外側には案内凹溝部（４３）が対向形成されて、ねじり
コイルバネ（４６）の両端の脚部（４７）（４７）がねじりコイルバネのねじり作動に応
じて軸方向に移動案内されるとともに、前記固定片の外側に突出するのを防止するように
構成されることを特徴とする、請求項１に記載の折畳式コンテナー。
【請求項６】
　前記バネ蝶番は（４０）（４０’）は、負荷の度合いによってねじりコイルバネ（４６
）の設置数が異なり、
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　前記上板（１０）と前記左右側板の上部体（３１）との間および前記下板（２０）と前
記左右側板の下部体（３２）との間に設置されて９０°回転するバネ蝶番に比べて、前記
左右側板の上部体（３１）と下部体（３２）との間に設置されて１８０°回転するバネ蝶
番のねじりコイルバネの設置数をより多くすることを特徴とする、請求項５に記載の折畳
式コンテナー。
【請求項７】
　前記バネ蝶番（４０）（４０’）は、負荷の度合いによってねじりコイルバネ（４６）
のワイヤー（４６ａ）の巻取数が異なり、
　前記上板（１０）と前記左右側板の上部体（３１）との間および前記下板（２０）と前
記左右側板の下部体（３２）との間に設置されて９０°回転するバネ蝶番に比べて、前記
左右側板の上部体（３１）と下部体（３２）との間に設置されて１８０°回転するバネ蝶
番のねじりコイルバネのワイヤーの巻取数をより多くすることを特徴とする、請求項５に
記載の折畳式コンテナー。
【請求項８】
　前記バネ蝶番（４０）は、ねじりコイルバネ（４６）のワイヤー（４６ａ’）の断面を
バネのコイル部の長さ方向に直径が狭小な上下に長い楕円形として、前記バネ蝶番の前記
バネのコイル部の長さ方向における幅がコンパクトになるように構成されることを特徴と
する、請求項５～７のいずれか１項に記載の折畳式コンテナー。
【請求項９】
　前記上板（１０）と前記左右側板の上部体（３１）、前記左右側板の上部体（３１）と
下部体（３２）、及び前記左右側板の下部体（３２）と前記下板（２０）の、前記前後側
板（５０）（５０’）が配置されている方向における前後側面には、相互隣接部位に連結
ブラケット（３１０）を重畳するように位置させ、
　一側に連結ブラケット（３１０）の一端が固定設置され、他側には前記連結ブラケット
（３１０）の支持孔（３１２）に弾性挿入されて支持作動する固定バー（３２０）が設置
され、
　前記固定バーは、固定管（３３０）の内部に挿入されて前記固定バーの一側の突出つま
み（３２２）が前記固定管の長さ方向に設けられた案内溝（３３２）および前記案内溝の
後端に前記固定管の周方向に延設された係止溝（３３３）に沿って弾性移動することによ
り、前記連結ブラケットの支持孔に対して挿入または離脱する、側板支持装置（３００）
をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の折畳式コンテナー。
【請求項１０】
　前記下板（２０）の前記前後側面には連結ブラケット（３１０）の下部位置に、上部側
のヒンジピン（４１０）を中心に回転および内外側弾性出没作動する固定プレート（４０
０）が設置され、前記固定プレートの下部側には内部に固定ピン（４１５）を突設するこ
とにより、コンテナー本体の折畳の際に、上板（１０）に固設された連結ブラケット（３
１０）の支持孔（３１２）に固定ピンを挿入してコンテナー本体の折畳状態を支持作動す
るように構成されることを特徴とする、請求項９に記載の折畳式コンテナー。
【請求項１１】
　前記コンテナー本体（１００）の左右側板の下部体と前記下板との連結部分に設けられ
るキャッチクランプのうち、少なくとも前記前後側板（５０）（５０’）が配置されてい
る方向における両端部に設けられるキャッチクランプ（６０）は、クランプ（６１）の係
止環によって、左右側板の下部体に設置される係止鉤、およびコンテナー本体の折畳の際
に上板に設置される係止鉤を選択的に係止して固定設置するように２つの係止環（６５ａ
）（６５ｂ）を固定リング（６６）で回転可能に連結した二重係止環（６５’）から構成
され、
　前記二重係止環（６５’）の係止環（６５ａ）は、二重係止環が下部地面に垂れて当接
することを防止するようにねじりバネ（６９）によって上方に弾性作動するように構成さ
れ、
　前記クランプ（６１）の一側には、二重係止環が側板の係止鉤の下部と接触するのを防
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止するように二重係止環の上方への弾性回転を制限する支持ピン（８０）を出没調節する
ように設置構成してなることを特徴とする、請求項１に記載の折畳式コンテナー。
【請求項１２】
　前記上板（１０）、前記左右側板の上・下部体（３１）（３２）、および前記下板（２
０）が相接する接触面の縁部に沿って段差凹溝（４２５）を設け、前記段差凹溝にシリコ
ンパッキン（４２０）を取り付けて気密結合を成すように構成されることを特徴とする、
請求項１または１１に記載の折畳式コンテナー。
【請求項１３】
　前記前後側板（５０）（５０’）には内側面の両側に、車両積載時の車両進入のために
外側に進入傾斜面（５６）を有する案内路（５５）が形成されることを特徴とする、請求
項１に記載の折畳式コンテナー。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテナー本体の内部に各種貨物を保管して船舶などによって運搬するよう
に使用されるものであり、前記コンテナー本体を折畳手段によって少数の作業者で簡便に
折畳および展開して使用するので使用便利性および空間活用性に優れるのはもとより、前
記コンテナー本体の折畳および展開状態を堅固に維持するので堅固性および使用安全性に
優れる折畳式コンテナーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、各種貨物を輸出入する場合、コンテナーを用いて船舶などによって運搬してい
る。このような従来のコンテナーは四角箱状をしている。
【０００３】
　この種の従来のコンテナーは、内部に貨物を保管しない場合でも空のコンテナーを四角
箱状のまま運搬するしかないため、空間活用性が低下し、これにより物流運搬費が上昇す
るという問題点があった。
【０００４】
　かかる問題点を解決するために、コンテナーの内部に貨物を保管しない場合に折畳式で
保管および運搬することが可能な折畳式コンテナーが多数開示されている。
【０００５】
　特に、本出願人の特許文献１には、上板、下板、前記上板と前記下板との間の両側方に
垂直に設けられ、上・下部体に分割構成されて上・下部体の間の外側と上・下部体の上下
部の内部にバネ蝶番で長さ方向に沿って連結設置されることにより上・下部体が内方に対
向して折り畳まれる左右側板、および前記下板の前後に下部蝶番で連結設置されて内外方
に回転して折り畳まれる前後側板によって内部に積載空間部を形成するコンテナー本体を
含んでなり、前記上板と前記左右側板の上部体、前記下板と前記左右側板の下部体、およ
び上板と前後側板は、クランプと前記クランプの係止環が回転しながら係止作動する係止
鉤とを対向構成するキャッチクランプによって互いに固定または固定解除作動するように
構成される、折畳式コンテナーが開示されている。
【０００６】
　このような本出願人の特許文献１の登録特許は、コンテナー本体の内部に貨物を保管し
ない場合、コンテナー本体の前後側板を内方に折り畳んだ状態で左右側板の上・下部体を
内方に対向させて折り畳んだ後で保管、運搬するので空間活用性に優れ、これにより物流
運搬費を節減するという利点を持つ。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国特許登録第１０－６３８５７０号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、前述した本出願人の特許文献１の登録特許は次の問題点があった。
【０００９】
　第１に、前記コンテナー本体の左右側板をなす上・下部体を折畳状態で弾性展開するた
めにバネ蝶番の弾性力を確保する。このため、前記コンテナー本体の左右側板をなす上・
下部体の折畳の際に前記バネ蝶番の弾性力によって折畳作業が非常に難しいという問題点
があった。特に、前述した折畳作業を作業者が手作業によって行うため、少数の作業者で
は折畳作業が非常に難しい問題点と、このために各種安全事故の危険を持つという問題点
があった。
【００１０】
　第２に、前記コンテナー本体の上板、左右側板及び下板が互いにバネ蝶番によってのみ
連結固定されるため、コンテナー本体の物流荷役作業の際に上板の隅部のコーナーキャス
ティングへコンテナー埠頭荷役装備が作動しながらコンテナー本体の上下および側方向の
結合堅固性が脆弱であるという問題点があった。
【００１１】
　特に、前記バネ蝶番は、ねじりコイルバネが各１つのみ結合した同一の構造を適用する
ことにより、蝶番の弾性力が脆弱であってコンテナー本体の円滑な展開のために多数のバ
ネ蝶番を設置しなければならないという問題点と、前記上板と左右側板の上部体との間お
よび下板と左右側板の下部体との間に設置されて９０°回転するバネ蝶番と、側板の上・
下部体の間に設置されて１８０°回転するバネ蝶番を同一の構造で採用適用するので、バ
ネ蝶番のねじりコイルバネの弾力耐久性に脆弱な部分が発生するという問題点があった。
【００１２】
　第３に、前記バネ蝶番は、ねじりコイルバネの脚部が上下に突出して組立の際に干渉を
誘発することを防止するために、バネ蝶番の上下部に溝を設けてねじりコイルバネの脚部
を定着設置したが、コンテナー本体の折畳の際に前記ねじりコイルバネの回転しながら巻
かれる現象が起こってねじりコイルバネの脚部が左右に移動しなければならない。しかし
、移動することができない状態で設置され、ねじりコイルバネの負荷を誘発して耐久性を
低下させるという問題点があった。
【００１３】
　第４に、前記コンテナー本体の上板、左右側板および下板が折り畳まれた状態で下板に
位置するキャッチクランプの二重係止環を上板に位置するキャッチクランプの係止鉤に係
止して折畳状態を維持固定する。このとき、前記コンテナー本体を展開するために二重係
止環の固定解除作業の際にバネ蝶番の弾性力によって上板および左右側板が上方に弾性上
昇作動するため、二重係止環を係止鉤から分離して解除する作業が非常に不便であるとい
う問題点があった。
【００１４】
　第５に、前記キャッチクランプの二重係止環は、一般な係止環を２つ連結したものであ
って、前記二重係止環が底部に垂れて当接することを防止するために、コイルバネの弾性
力によって上方に弾性上昇するように適用する。しかし、却って、前記二重係止環が上部
の左右側板の間に折り畳まれて挿入されながらコンテナー本体の折畳作動を妨害するとい
う問題点があった。
【００１５】
　第６に、前記コンテナー本体の折畳状態で左右側板のうちいずれか一方の側板を垂直展
開した状態で他方の側板を展開しようとする場合に、一方の側板が垂直状態を保たず、反
対側に折れながら傾く問題点と、他方の側板と上板が作業者の前方に片寄る安全上の問題
点があった。
【００１６】
　第７に、前記コンテナー本体の上板、左右側板および下板に相互傾斜角を与えてコンテ
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ナー本体内に雨水が流入しないようにしたが、コンテナー本体の上板、左右側板および下
板の密着結合部位に気密構造を持っていないため、コンテナー本体の気密性が確保できな
い問題点があった。
【００１７】
　そこで、本出願人は、本出願人の登録特許における足りない部分を改良補完し、さらに
優れた品質の折畳式コンテナーを開発するために研究努力した。
【００１８】
　本発明は、前述した従来の技術および本出願人によって先登録された技術が持つ諸般問
題点を解決するために発明されたものであって、コンテナー本体の内部に各種貨物を保管
して船舶などによって運搬するように使用されるものであり、前記コンテナー本体を折畳
手段によって少数の作業者で簡便に折畳および展開して使用するので、使用便利性および
空間活用性に優れるのはもとより、前記コンテナー本体の折畳および展開状態を堅固に維
持するので堅固性および使用安全性に優れる折畳式コンテナーを提供することを目的とす
る。
【００１９】
　また、本発明は、コンテナー本体の上板、下板および左右側板の上下部体を展開状態で
蝶番以外に連結ブラケットによって垂直連結して支持するので、コンテナー本体の物流荷
役作業の際に上板の隅部のコーナーキャスティングへコンテナー埠頭荷役装備が作動しな
がらコンテナー本体の上下および側方向の結合堅固性に優れる折畳式コンテナーを提供す
ることを目的とする。
【００２０】
　また、本発明は、上板と左右側板の上部体との間および下板と左右側板の下部体との間
に設置されて９０°回転するバネ蝶番に比べて、左右側板の上・下部体の間に設置されて
１８０°回転するバネ蝶番のねじりコイルバネの設置数またはバネのワイヤーの巻取数を
負荷量によって異なるように適用し、或いはバネワイヤーの断面構造を改善して従来に比
べて多数のバネ蝶番を設置構成するので、耐久性の向上を図るうえ、コンテナー本体の展
開の際にバネ蝶番の弾性力の増大によって展開作動を簡便に行うことが可能な折畳式コン
テナーを提供することを目的とする。
【００２１】
　また、本発明は、前記ねじりコイルバネの両脚部がねじりコイルバネのねじり作動に応
じて軸方向に移動案内されると共に、バネ蝶番の外側に突出するのを防止するように構成
し、作動効率性および耐久性に優れる折畳式コンテナーを提供することを目的とする。
【００２２】
　また、本発明は、キャッチクランプの二重係止環を、上板に位置するキャッチクランプ
の係止鉤に係止して折畳状態を維持固定した状態で、前記キャッチクランプの二重係止環
を固定解除するために別途の固定プレートで上板と下板を連結するため、バネ蝶番の弾性
力に対してキャッチクランプの二重係止環固定解除作業を簡便に提供するのはもとより、
前記キャッチクランプの二重係止環を別途の支持ピンによって上方向の回転を制限するよ
うに支持するので、従来のように前記二重係止環が側板の係止鉤の下部または側板と下板
との間に挟まれる問題を防止するので、左右側板の折畳を効果的に行うことが可能な折畳
式コンテナーを提供することを目的とする。
【００２３】
　また、本発明は、前記コンテナー本体の折畳状態で左右側板のうちいずれか一方の側板
を垂直展開した状態で他方の側板を展開しようとする場合に、一方の側板の下部キャッチ
クランプと連結ブラケットによって一方の側板が垂直状態を維持し、反対側に折れながら
傾く問題を防止するのはもとより、一方の側板が作業者の前方に片寄る問題を防止するこ
とにより、作業性および安全性に優れる折畳式コンテナーを提供することを目的とする。
【００２４】
　また、本発明は、上板、下板および左右側板の上・下部体の密着結合部位にシリコンパ
ッキンを取り付けて漏水防止のための気密性に優れる折畳式コンテナーを提供することを
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目的とする。
【００２５】
　また、本発明は、コンテナー本体の前後側板に車両積載時の進入案内路を設けるととも
に、左右側板に別途の出入ドアを設けることにより、車両の積載またはその他出入り使用
の便利性に優れる折畳式コンテナー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】
【００２６】
　本発明は、上板、下板、前記上板と前記下板の間の両側方に垂直に設けられ、上部体と
下部体に分割構成されて、前記上部体と前記上板、前記下部体と前記下板とがバネ蝶番で
長さ方向に沿ってそれぞれ連結され、前記上部体と前記下部体とがバネ蝶番で長さ方向に
沿って連結されて、前記上部体と前記下部体との外面が対向するように内側に折り畳まれ
る左右側板、および前記下板の前後に下部蝶番で連結設置され、内側に回転して折り畳ま
れる前後側板によって内部に積載空間部を形成するコンテナー本体を含み、前記上板と前
記左右側板の上部体との間、前記下板と前記左右側板の下部体との間、および前記上板と
前記前後側板との間の連結部分それぞれに、これらを互いに固定または固定解除作動する
キャッチクランプを少なくとも一つ有し、前記キャッチクランプは、軸回転可能な係止環
を有するクランプと前記係止環が係止可能な位置に配置された係止鉤とからなる、折畳式
コンテナーであって、前記コンテナー本体の内部に前後の長さ方向に回転軸棒が回転可能
に軸設され、前記回転軸棒は、ベルトによって引っ張る前記左右側板の上部体の下端部ま
たは前記左右側板の下部体の上端部と、前記ベルトを介して連結され、前記回転軸棒を回
転操作してベルトを巻き取ることにより、前記左右側板の上・下部体を内方に引っ張って
折り畳む側板折畳手段を含んでなることを特徴とする、折畳式コンテナーを提供する。
 
【００２７】
　ここで、前記側板折畳手段は、コンテナー本体内の中央の天井に回転軸棒が回転可能に
軸設され、前記回転軸棒に左右ベルトの一端部を互いに同一方向に巻き取られるように連
結され、前記左右ベルトの他端部は左右側板の上部体の下端部に連結設置され、前記回転
軸棒を回転操作して左右ベルトを同時に巻き取ることにより、左右側板の中央を内方に同
時に引っ張って折り畳むように構成されることを特徴とする。
 
【００２８】
　前記側板折畳手段は、コンテナー本体内の中央の底部に回転軸棒が回転可能に軸設され
、前記回転軸棒に左右ベルトの一端部が同一方向に巻き取られるように連結され、前記左
右ベルトの他端部は前記左右側板の下部体の上端部に連結設置され、前記回転軸棒を回転
操作して前記左右ベルトを同時に巻き取ることにより、左右側板の中央を内方に同時に引
っ張って折り畳むように構成されることを特徴とする。
 
【００２９】
　前記側板折畳手段は、コンテナー本体内の前記上板または前記下板の両側に回転軸棒が
回転可能に軸設され、左右ベルトの一端部が連結される回転軸棒がコンテナー本体内部の
上板に軸設される時には、前記左右ベルトの他端部は対向側の左右側板の上部体の下端部
に「Ｘ」字状に連結設置され、前記左右ベルトの一端部が連結される回転軸棒がコンテナ
ー本体内部の下板に軸設される時には、前記左右ベルトの他端部は対向側の左右側板の下
部体の上端部に「Ｘ」字状に連結設置され、前記回転軸棒を回転操作して左右ベルトを巻
き取ることにより、左右側板の中央を内方に引っ張って折り畳むように構成されることを
特徴とする。
 
【００３０】
　前記側板折畳手段は、コンテナー本体内の前記左右側板に、左右ベルトの一端部が連結
された回転軸棒がそれぞれ回転可能に軸設され、前記上部体に回転軸棒が軸設される時に
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は、前記左右ベルトの他端部は対向側の左右側板の下部体の上端部に「Ｘ」字状に連結設
置され、前記下部体に回転軸棒が軸設される時には、前記左右ベルトの他端部は対向側の
左右側板の上部体の下端部に「Ｘ」字状に連結設置され、前記回転軸棒を回転操作してベ
ルトを巻き取ることにより、左右側板の中央を内方に引っ張って折り畳むように構成され
ることを特徴とする。
 
【００３１】
　前記側板折畳手段は、コンテナー本体内の一側の中央上部または下部に回転軸棒を回転
可能に軸設するが、前記回転軸棒にベルトの一端部を連結し、前記ベルトの他端部を対向
側の側板に水平に連結設置し、前記回転軸棒を回転操作してベルトを巻き取ることにより
、左右側板の中央を内方に引っ張って折り畳むように構成されることを特徴とする。
【００３２】
　前記側板折畳手段は、回転軸棒にラチェットギアを軸設し、前記ラチェットギアの一側
にヒンジを中心に回転しながら圧縮バネによってラチェットギアに弾性密着して係止また
は係止解除作動するラチェット爪を構成するが、前記ラチェット爪の一側にはラチェット
爪がラチェットギアにおける係止解除状態を選択的に支持するように出没作動するストッ
パーを構成して回転軸棒のベルトを繰り出し作動し得るように構成されることを特徴とす
る。
【００３３】
　前記回転軸棒にはベルトの巻き取りのためにスプールを外嵌することを特徴とする。
【００３４】
　前記回転軸棒は、一端部に多角形突起部を設け、前記多角形突起部をコンテナー本体の
外側に貫設された貫通孔に挿入位置させ、前記多角形突起部にレンチ溝付きラチェットハ
ンドルを外嵌回転させて回転軸棒を回転操作するように構成されることを特徴とする。
【００３５】
　一側端部が前記回転軸棒と連結される前記ベルトの他端部には、逆「Ｕ」字状の係止フ
ックが連結設置され、前記左右側板の上部体の下端部または前記左右側板の下部体の上端
部に係止棒が設置され、前記ベルトの逆「Ｕ」字状の係止フックを係止して互いに連結設
置するように構成されることを特徴とする。
 
【００３６】
　前記バネ蝶番は、固定片を、少なくとも一つのねじりコイルバネが挿入される軸ピンに
よって回転可能に軸着するが、前記固定片の外側には案内凹溝部を対向形成することによ
り、ねじりコイルバネの両端の脚部がねじりコイルバネのねじり作動に応じて軸方向に移
動案内されるとともに、固定片の外側に突出するのを防止するように構成されることを特
徴とする。
【００３７】
　前記バネ蝶番は、負荷の度合いによってねじりコイルバネの設置数を異にするが、上板
と左右側板の上部体との間および下板と左右側板の下部体との間に設置されて９０°回転
するバネ蝶番に比べて、左右側板の上部体と下部体との間に設置されて１８０°回転する
バネ蝶番のねじりコイルバネの設置数をより多くすることを特徴とする。
【００３８】
　前記バネ蝶番は、負荷の度合いによってねじりコイルバネのワイヤーの巻取数を異にす
るが、上板と左右側板の上部体との間および下板と左右側板の下部体との間に設置されて
９０°回転するバネ蝶番に比べて、左右側板の上部体と下部体との間に設置されて１８０
°回転するバネ蝶番のねじりコイルバネのワイヤーの巻取数をより多くすることを特徴と
する。
【００３９】
　前記バネ蝶番は、ねじりコイルバネのワイヤーの断面を、バネの長さ方向に直径が狭小
な上下に長い楕円形にすることにより、幅の長さがコンパクトになるように構成されるこ
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とを特徴とする。
【００４０】
　前記上板と左右側板の上部体、左右側板の上部体と下部体、及び左右側板の下部体と下
板の前後側面には、相互隣接部位に連結ブラケットを重畳するように位置させ、一側に連
結ブラケットの一端を固定設置し、他側には連結ブラケットの支持孔に弾性挿入されて支
持作動する固定バーを設置するが、前記固定バーは、固定管の内部に挿入されて前記固定
バーの一側の突出つまみが固定管の長さ方向に設けられた案内溝、および前記案内溝の後
端に直径方向に延設された係止溝に沿って弾性移動することにより、固定バーが連結ブラ
ケットの支持孔に挿入支持または支持解除作動しながら左右側板が折れることを防止する
、側板支持装置をさらに含むことを特徴とする。
【００４１】
　前記下板の前後側面には連結ブラケットの下部位置に、上部側のヒンジピンを中心に回
転および内外側弾性出没作動する固定プレートを設置し、前記固定プレートの下部側には
内部に固定ピンを突設することにより、コンテナー本体の折畳の際に、上板に固設された
連結ブラケットの支持孔に固定ピンを挿入してコンテナー本体の折畳状態を支持作動する
ように構成されることを特徴とする。
【００４２】
　前記コンテナー本体の左右側板の下部に位置するキャッチクランプにおいて、少なくと
も両側の端部に対向位置するキャッチクランプは、クランプの係止環によって、左右側板
の下部体に設置される係止鉤、およびコンテナー本体の折畳の際に上板に設置される係止
鉤を選択的に係止して固定設置するように２つの係止環を固定リングで回転可能に連結し
た二重係止環から構成するが、前記二重係止環の係止環は、二重係止環が下部地面に垂れ
て当接することを防止するようにねじりバネによって上方に弾性作動するように構成し、
前記クランプの一側には、二重係止環が側板の係止鉤の下部と相接して側板と下板の折畳
障害を防止するように二重係止環の上方への弾性回転を制限する支持ピンを出没調節する
ように設置構成してなることを特徴とする。
【００４３】
　前記コンテナー本体の左右側板のうち一方の下部に位置するキャッチクランプにおいて
、少なくとも両側に対向位置するキャッチクランプは、クランプの係止環を上下分離して
両側でコイルバネによって弾性連結するが、前記上下分離された係止環が両側からコイル
バネの内部を貫通して外側に係止作動するように対向連結され、左右側板のうち一方の側
板を垂直展開した状態で他方の側板の展開の際に一方の側板と下板との間の部分が他方の
側板側に折れることをコイルバネの緩衝作動によって弾性支持するように構成されること
を特徴とする。
【００４４】
　前記上板、前記左右側板の上・下部体、および前記下板が相接する接触面の縁部に沿っ
て段差凹溝を設け、前記段差凹溝にシリコンパッキンを取り付けて気密結合を成すように
構成されることを特徴とする。
【００４５】
　前記前後側板には内側面の両側に、車両積載時の車両進入のために外側に進入傾斜面を
有する案内路を形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００４６】
　上述した本発明は、コンテナー本体の内部に各種貨物を保管して船舶などによって運搬
するように使用されるものであり、前記コンテナー本体を折畳手段によって少数の作業者
で簡便に折畳および展開して使用するので使用便利性および空間活用性に優れるのはもと
より、前記コンテナー本体の折畳および展開状態を堅固に維持するので堅固性および使用
安全性に優れるという効果を奏する。
【００４７】
　特に、前記折畳手段は、回転軸棒に連結されるベルトを、左右側板の上部体の下端部ま
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たは左右側板の下部体の上端部に連結して、前記回転軸棒をコンテナー本体の外部におい
てラチェットハンドルによって回転させてベルトを巻き取る簡単な作動によって左右側板
を内方に引っ張って折畳作動するので、少数の作業者による折畳作動が簡便であるのはも
とより、作動安全性に優れる。
 
【００４８】
　また、本発明は、前記コンテナー本体の上板、下板および左右側板の上・下部体を展開
状態で蝶番以外に連結ブラケットによって垂直連結して支持するので、コンテナー本体の
物流荷役作業の際に上板の隅部のコーナーキャスティングへコンテナー埠頭荷役装備が作
動しながらコンテナー本体の上下および側方向の結合堅固性に優れるという効果を奏する
。
【００４９】
　また、本発明は、前記上板と左右側板の上部体との間および下板と左右側板の下部体と
の間に設置されて９０°回転するバネ蝶番に比べて、左右側板の上・下部体の間に設置さ
れて１８０°回転するバネ蝶番のねじりコイルバネの設置数またはバネのワイヤーの巻取
数を負荷量によって異ならせて適用し、或いはバネのワイヤーの断面構造を改善して従来
に比べて多数のバネ蝶番を設置構成するので、耐久性の向上を図るうえ、コンテナー本体
の展開の際にバネ蝶番の弾性力の増大によって展開作動を簡便に提供するのはもとより、
前記ねじりコイルバネの両脚部がねじりコイルバネのねじり作動に応じて軸方向に移動案
内されるとともに、バネ蝶番の外側に突出するのを防止するように構成して作動効率性お
よび耐久性などに優れるという効果を奏する。
【００５０】
　また、本発明は、キャッチクランプの二重係止環を、上板に位置するキャッチクランプ
の係止鉤に係止して折畳状態を維持固定した状態で、前記キャッチクランプの二重係止環
を固定解除するために別途の固定プレートで上、下板を連結するためにバネ蝶番の弾性力
に対してキャッチクランプの二重係止環固定解除作業を簡便に提供するのはもとより、前
記キャッチクランプの二重係止環を別途の支持ピンによって上方向の回転を制限するよう
に支持するので、従来のように前記二重係止環が側板の係止鉤の下部または側板と下板と
の間に挟まれる問題を防止するので、左右側板の折畳を効果的に提供する。
【００５１】
　本発明は、前記コンテナー本体の折畳状態で左右側板のうちいずれか一方の側板を垂直
展開した状態で他方の側板を展開しようとする場合に、一方の側板の下部キャッチクラン
プと連結ブラケットによって一方の側板が垂直状態を維持し、反対側に折れながら傾く問
題を防止するのはもとより、一方の側板が作業者の前方に片寄る問題を防止することによ
り、作業性および安全性に優れるという効果を奏する。
【００５２】
　本発明は、上板、下板および左右側板の上・下部体の密着結合部位にシリコンパッキン
を取り付けて漏水防止のための気密性、および前記コンテナー本体の前後側板に車両積載
時の進入案内路を設けるとともに左右側板に別途の出入ドアを設けることにより、車両の
積載またはその他出入り使用の便利性に優れるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明のコンテナーの外観斜視図である。
【図２】本発明のコンテナーの左側面図である。
【図３】本発明のコンテナーの右側面図である。
【図４】本発明のコンテナーの正面図である。
【図５】本発明のコンテナーの背面図である。
【図６】本発明のコンテナーの正断面図である。
【図７】図６の「Ａ」部分の拡大図である。
【図８】本発明のコンテナーの一部切開状態を示す側断面図である。
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【図９】本発明の側板折畳手段を示す側面構成図である。
【図１０】図９のラチェットギアを示す正面構成図である。
【図１１】本発明の回転軸棒の様々な実施例を示す正面構成図である。
【図１２】本発明の回転軸棒の様々な実施例を示す正面構成図である。
【図１３】本発明の回転軸棒の様々な実施例を示す正面構成図である。
【図１４】本発明の回転軸棒の様々な実施例を示す正面構成図である。
【図１５】本発明の回転軸棒の様々な実施例を示す正面構成図である。
【図１６】本発明の回転軸棒の様々な実施例を示す正面構成図である。
【図１７】本発明の回転軸棒の様々な実施例を示す正面構成図である。
【図１８】本発明の回転軸棒の様々な実施例を示す正面構成図である。
【図１９】本発明のベルトの連結部分を示す斜視図である。
【図２０】本発明の側板垂直支持装置を示す正面構成図である。
【図２１】図２０の要部の断面構成図である。
【図２２】図２０の要部の平面図である。
【図２３】本発明の固定プレートの設置状態を示す正面構成図である。
【図２４】図２３の側断面図である。
【図２５】図２３の作動状態図である。
【図２６】本発明の蝶番の一実施例を示す斜視図である。
【図２７】図２６の断面構成図である。
【図２８】本発明の蝶番の他の実施例を示す斜視図である。
【図２９】本発明の蝶番の別の実施例を示す斜視図である。
【図３０】図２９のバネの断面図である。
【図３１】本発明に適用された様々なキャッチクランプを示す正面図である。
【図３２】本発明に適用された様々なキャッチクランプを示す正面図である。
【図３３】本発明に適用された様々なキャッチクランプを示す正面図である。
【図３４】本発明のキャッチクランプの二重係止環の使用状態を示す正面図である。
【図３５】本発明の気密パッキングの結合構造を示す断面図である。
【図３６】図３５の「Ｂ」部分の拡大断面図である。
【図３７】本発明のコンテナー本体の折畳過程を示す順序図である。
【図３８】本発明のコンテナー本体の折畳過程を示す順序図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施例を具体的に説明する。
【００５５】
　本発明の折畳式コンテナーは、図１～図３８に示すように、上板１０、下板２０、前記
上板と前記下板との間の両側方に垂直に設けられ、上部体３１と下部体３２に分割構成さ
れて上部体と下部体との間の外側および上部体と下部体との上下部の内側にバネ蝶番４０
、４０’で長さ方向に沿って連結されて上部体と下部体が内方に対向して折り畳まれる左
右側板３０、３０’、および前記下板の前後に下部蝶番４０”で連結設置され、内外方に
回転して折り畳まれる前後側板５０、５０’によって内部に積載空間部２を形成するコン
テナー本体１００を含んでなる。前記上板１０と前記左右側板の上部体３１、前記下板２
０と前記左右側板の下部体３２、および前記上板１０と前記前後側板５０、５０’は、ク
ランプ６１と前記クランプの係止環が軸回転しながら係止作動する係止鉤６７とを対向設
置して互いに固定または固定解除作動するキャッチクランプ６０を少なくとも一つ有する
。
【００５６】
　この際、前記キャッチクランプ６０のクランプ６１は、固定板６２、前記固定板にヒン
ジ結合されたクランプボディー６３、前記クランプボディーの四角ホール６３ａに弾性係
止作動するロック６４、および前記クランプボディーの一側に軸着される係止環６５から
構成される。
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【００５７】
　特に、本発明は、コンテナー本体１００の内部に前後の長さ方向に回転軸棒２１０を回
転可能に軸設する。前記回転軸棒と左右側板の上部体３１の下端部または左右側板の下部
体３２の上端部とをベルトにより相互連結設置して前記回転軸棒２１０を回転操作してベ
ルトを巻き取ることにより、左右側板の上・下部体を内方に引っ張って折り畳む、側板折
畳手段２００を含む。
 
【００５８】
　この際、前記側板折畳手段２００は、様々な実施例として構成することができるが、左
右側板を同時に折り畳む構造と、左右側板をそれぞれ別途に折り畳む構造に大別される。
【００５９】
　すなわち、前記側板折畳手段２００は、図１１および図１２に示すように、コンテナー
本体内の中央の天井に回転軸棒２１０を回転可能に軸設する。前記回転軸棒に左右ベルト
２２０、２２０の一端部を互いに同一方向に巻き取るように連結し、前記左右ベルトの他
端部を左右側板の上部体３１の下端部または下部体３２の上端部に連結設置して前記回転
軸棒を回転操作して左右ベルトを同時に巻き取ることにより、左右側板の中央を内方に同
時に引っ張って折り畳むように構成される。
 
【００６０】
　また、前記側板折畳手段２００は、図１３および図１４に示すように、コンテナー本体
内の上板または下板の両側に回転軸棒２１０、２１０を回転可能に軸設する。前記回転軸
棒に左右ベルト２２０、２２０の一端部が連結される回転軸棒２１０がコンテナー本体内
部の上板に軸設される時には、前記左右ベルトの他端部を対向側の左右側板の上部体３１
の下端部に「Ｘ」字状に連結設置し、左右ベルト２２０、２２０の一端部が連結される回
転軸棒２１０がコンテナー本体内部の下板に軸設される時には、前記左右ベルトの他端部
を対向側の左右側板の下部体３２の上端部に「Ｘ」字状に連結設置し、前記回転軸棒を回
転操作して左右ベルトを巻き取ることにより、左右側板の中央を内方に引っ張って折り畳
むように構成される。
 
【００６１】
　また、側板折畳手段２００は、図１５および図１６に示すように、コンテナー本体内の
前記左右側板に、左右ベルト２２０、２２０の一端部が連結された回転軸棒２１０、２１
０をそれぞれ回転可能に軸設する。前記上部体に回転軸棒２１０が軸設される時には、前
記左右ベルトの他端部を対向側の左右側板の下部体３２の上端部に「Ｘ」字状に連結設置
し、前記下部体に回転軸棒２１０が軸設される時には、前記左右ベルトの他端部を対向側
の左右側板の上部体３１の下端部に「Ｘ」字状に連結設置し、前記回転軸棒を回転操作し
てベルトを巻き取ることにより、左右側板の中央を内方に引っ張って折り畳むように構成
される。
 
【００６２】
　また、側板折畳手段２００は、図１７および図１８に示すように、コンテナー本体内の
一側の中央上部または下部に回転軸棒２１０を回転可能に軸設する。前記回転軸棒にベル
ト２２０の一端部を連結し、前記ベルトの他端部を対向側の側板に水平に連結設置し、前
記回転軸棒を回転操作してベルトを巻き取ることにより、左右側板の中央を内方に引っ張
って折り畳むように構成される。
【００６３】
　また、前記側板折畳手段２００は、図９および図１０に示すように、回転軸棒２１０に
ラチェットギア２１１を軸設し、前記ラチェットギアの一側にヒンジを中心に回転しなが
ら圧縮バネ２１２ａによってラチェットギアに弾性密着して係止または係止解除作動する
ラチェット爪２１２を構成する。前記ラチェット爪の一側にはラチェット爪がラチェット
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ギアにおける係止解除状態を選択的に支持するように出没作動するストッパー２１３を構
成して回転軸棒のベルトを繰り出し作動し得るように構成される。
【００６４】
　前記回転軸棒２１０は別途のベアリングによって回転可能に支持される。前記回転軸棒
２１０にはベルトの巻き取りのためにスプール２１５を外嵌する。
【００６５】
　また、前記回転軸棒２１０は、一端部に多角形突起部２１７を設け、前記多角形突起部
をコンテナー本体１００の外側に貫設された貫通孔１０５に挿入位置させ、前記多角形突
起部にレンチ溝２３５付きラチェットハンドル２３０を外嵌回転させてコンテナー本体の
外側から回転軸棒を回転操作するように構成される。
【００６６】
　また、一側端部が前記回転軸棒と連結される前記ベルト２２０の他端部には、図１９に
示すように、逆「Ｕ」字状の係止フック２２２を連結設置し、前記左右側板の上部体３１
の下端部または前記左右側板の下部体３２の上端部に係止棒２２５を設置し、前記ベルト
の逆「Ｕ」字状の係止フックを係止して互いに連結設置するように構成される。
 
【００６７】
　また、前記バネ蝶番４０、４０’は、図２６～図２８に示すように、上下の固定片４１
、４１を、少なくとも一つのねじりコイルバネ４６が挿入される軸ピン４５によって回転
可能に軸着される。前記固定片４１、４１の外側には案内凹溝部４３を対向形成すること
により、ねじりコイルバネ４６の両端の脚部４７、４７がねじりコイルバネのねじり作動
に応じて軸方向に移動案内されるとともに、固定片の外側に突出するのを防止するように
構成される。
【００６８】
　この際、前記バネ蝶番４０、４０’は、負荷の度合いによってねじりコイルバネ４６の
設置数を異にしてもよい。このとき、上板１０と左右側板の上部体３１との間および下板
２０と左右側板の下部体３２との間に設置されて９０°回転するバネ蝶番に比べて、左右
側板の上部体３１と下部体３２との間に設置されて１８０°回転するバネ蝶番のねじりコ
イルバネの設置数をより多くすることが好ましい。
【００６９】
　本発明の前記バネ蝶番４０、４０’は、負荷の度合いによってねじりコイルバネ４６の
ワイヤー４６ａの巻取数を異にしてもよい。このとき、上板１０と左右側板の上部体３１
との間および下板２０と左右側板の下部体３２との間に設置されて９０°回転するバネ蝶
番に比べて、左右側板の上部体３１と下部体３２との間に設置されて１８０°回転するバ
ネ蝶番のねじりコイルバネのワイヤーの巻取数をより多くすることが好ましい。
【００７０】
　また、前記バネ蝶番４０、４０’は、図２９および図３０に示すように、ねじりコイル
バネ４６のワイヤー４６ａ’の断面を、バネの長さ方向に直径が狭小な上下に長い楕円形
にすることにより、幅の長さがコンパクトになるように構成される。
【００７１】
　すなわち、前記バネ蝶番の幅の長さをコンパクトにしてコンテナー本体の長さ方向に沿
って従来に比べて多数のバネ蝶番を設置構成するので、バネ蝶番の弾性力の増大によって
コンテナー本体を折畳状態から展開状態へ簡便にすることができるのである。
【００７２】
　また、本発明は、図２０～図２２に示すように、前記上板１０と左右側板の上部体３１
、左右側板の上部体３１と下部体３２、及び左右側板の下部体３２と下板２０の前後側面
には、相互隣接部位に連結ブラケット３１０を重畳するように位置させ、一側に連結ブラ
ケット３１０の一端を固定設置し、他側には連結ブラケット３１０の支持孔３１２に弾性
挿入されて支持作動する固定バー３２０を設置する。前記固定バー３２０は、固定管３３
０の内部に挿入されて前記固定バーの一側の突出つまみが固定管の長さ方向に設けられた
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案内溝３３２、および前記案内溝の後端に直径方向に延設された係止溝３３３に沿って弾
性移動することにより、固定バーが連結ブラケットの支持孔に挿入支持または支持解除作
動しながら左右側板が折れることを防止する、側板支持装置３００をさらに含む。
【００７３】
　この際、前記上板および前記下板に位置する連結ブラケット３１０は上板１０と下板２
０に固定されるように設置する。
【００７４】
　また、本発明は、図２３～図２５に示すように、前記下板２０の前後側面には連結ブラ
ケット３１０の下部位置に、上部側のヒンジピン４１０を中心に回転および内外側弾性出
没作動する固定プレート４００を設置し、前記固定プレートの下部側には内部に固定ピン
４１５を突設することにより、コンテナー本体の折畳の際に、上板１０に固設された連結
ブラケット３１０の支持孔３１２に固定ピンを挿入してコンテナー本体の折畳状態を支持
作動するように構成される。
【００７５】
　これは上板１０、左右側板３０、３０’および下板２０の折畳状態でバネ蝶番４０の弾
性力を制限してキャッチクランプ６０のロックまたはロック解除作動を円滑に提供するた
めの構成である。
【００７６】
　また、本発明は、図３２に示すように、前記コンテナー本体の左右側板の下部に位置す
るキャッチクランプにおいて、少なくとも両側の端部に対向位置するキャッチクランプ６
０は、クランプ６１の係止環によって、左右側板の下部体に設置される係止鉤、およびコ
ンテナー本体の折畳の際に上板に設置される係止鉤を選択的に係止して固定設置するよう
に２つの係止環６５ａ、６５ｂを固定リング６６で回転可能に連結した二重係止環６５’
から構成するが、前記二重係止環６５’の係止環６５ａは、二重係止環が下部地面に垂れ
て当接することを防止するようにねじりバネ６９によって上方に弾性作動するように構成
し、前記クランプの一側には、二重係止環が側板の係止鉤の下部と相接して側板と下板の
折畳障害を防止するように二重係止環の上方への弾性回転を制限する支持ピン８０を出没
調節するように設置構成される。
【００７７】
　この際、前記支持ピン８０は、手で押して挿入した後、ボタン操作によって弾性突出す
るように構成される。
【００７８】
　また、本発明は、図３３に示すように、前記コンテナー本体１００の左右側板のうち一
方の下部に位置するキャッチクランプにおいて、少なくとも両側に対向位置するキャッチ
クランプ６０は、クランプ６１の係止環６５を上下分離して両側でコイルバネ７０、７０
によって弾性連結する。前記上下分離された係止環６５－１、６５－２が両側からコイル
バネの内部を貫通して外側に係止作動するように対向連結し、左右側板のうち一方の側板
を垂直展開した状態で他方の側板の展開の際に一方の側板と下板との間の部分が他方の側
板側に折れることをコイルバネの緩衝作動によって弾性支持するように構成される。
【００７９】
　その他に、本発明は、図３５および図３６に示すように、前記上板１０、左右側板の上
・下部体３１、３２および下板２０が相接する接触面の縁部に沿って段差凹溝４２５を設
け、前記段差凹溝にシリコンパッキン４２０を取り付けて気密結合を成すように構成され
る。
【００８０】
　また、本発明は、前記コンテナー本体１００の左右側板の中央には一側の蝶番を中心に
開閉作動するドア１５０を設置し、前記前後側板５０、５０’には内側面の両側に、車両
積載の際に車両進入のために外側に進入傾斜面５６を有する案内路５５を形成して構成さ
れる。
【００８１】
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　未説明符号２１９は回転軸棒の支持ベアリングを示し、３３５と４１５は固定バー３２
０と固定プレート４００のヒンジピンを弾性支持するバネをそれぞれ示す。
【００８２】
　以下、上述したように構成される本発明の作動および作用について考察する。
【００８３】
　まず、本発明のコンテナー本体の内部に貨物を保管しない場合、コンテナー本体１１０
を折畳状態にして保管、荷役および運搬する。これを具体的に説明すると、前記コンテナ
ー本体１００の前後側板５０、５０’と上板１０とを互いに固定するキャッチクランプ６
０を固定解除した後、前後側板５０、５０’を、下部蝶番４０”を中心にコンテナー本体
内側の下板の上部に回転させて折り畳む。
【００８４】
　このような状態で左右側板３０、３０’と上板１０および下板２０とを互いに固定する
キャッチクランプ６０を固定解除する。前記上板１０と前記左右側板の上部体３１、前記
左右側板の上・下部体３１、３２、前記左右側板の下部体３２と前記下板２０の前後側面
における、連結ブラケット３１０による垂直支持状態を解除する。すなわち、各連結ブラ
ケット３１０の支持孔３１２に弾性挿入されている固定バー３２０のつまみ３２２を握っ
て固定管３３０の案内溝に沿って弾性後退させた後、前記つまみ３２２を回転させて案内
溝の係止溝３３３に係止されて支持されるように位置させる。この際、前記固定バー３２
０は、連結ブラケットの支持孔３１２から離脱して連結ブラケットによる垂直支持状態を
解除する。
【００８５】
　このような状態で前記コンテナー本体の上板１０、左右側板３０、３０’および下板２
０を蝶番４０、４０’を中心に内方に対向回転させて折り畳む。特に、本発明は、前記コ
ンテナー本体の上板１０、左右側板３０、３０’および下板２０を側板折畳手段２００に
よって少数の作業者で簡単かつ安全に折り畳むことができる。これを具体的に説明すると
、前記コンテナー本体内部の回転軸棒２１０がベルトの繰り出し方向に回転するように、
ラチェットギア２１１に係止作動するラチェット爪２１２をストッパー２１３の出没によ
って支持解除してラチェットギア２１１がベルトの繰り出し方向に回転するように転換さ
せる。
【００８６】
　この状態で前記回転軸棒のスプール２１５に巻き取られているベルト２２０を繰り出し
、端部の逆「Ｕ」字状の係止フック２２２を、左右側板の上部体３１と下部体３２との間
に設置される係止棒２２５に係止して互いに連結する。こうしたベルト連結の後、前記回
転軸棒２１０のラチェットギア２１１に係止作動するラチェット爪２１２をストッパー２
１３の出没によってさらに支持してラチェットギア２１１がベルトの繰り出し方向に回転
制限されるように転換させる。
【００８７】
　このような状態で前記回転軸棒２１０を回転させてベルトを巻き取る。すなわち、コン
テナー本体の貫通孔１０５に挿入されて位置する回転軸棒の端部の多角形突起部２１７に
ラチェットハンドル２３０のレンチ溝２３５を外嵌した後、前記ラチェットハンドルの回
転によって回転軸棒を回転させてベルト２２０を巻き取る。このように回転軸棒２１０の
回転によってベルト２２０を巻き取ることによりベルトを引っ張り、左右側板が左右側板
の上・下部体３１、３２、上板１０と左右側板の上部体３１、下板２０と左右側板の下部
体３２との間のバネ蝶番４０、４０’を中心に弾性回転することにより対向折畳が行われ
る。
【００８８】
　この際、前記回転軸棒２１０は、コンテナー本体の内部に多様に位置させて使用する。
例えば、図１１および図１２に示すように、前記回転軸棒２１０をコンテナー本体内部の
中央の天井または底部に設置し、前記回転軸棒のスプールに左右ベルト２２０、２２０を
互いに逆方向に巻き取り、前記左右ベルトの端部を左右側板の中央位置に連結して前記回
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転軸棒の回転操作で左右ベルト２２０、２２０を同時に巻き取って左右側板を内方に同時
に引っ張って折り畳む。
【００８９】
　また、図１３および図１４に示すように、前記回転軸棒２１０、２１０をコンテナー本
体内の両側の上部または下部に設置し、前記両側の回転軸棒のスプールに左右ベルト２２
０、２２０を連結し、前記左右ベルトの端部を左右側板の中央位置に「Ｘ」字状に連結し
て前記両側の回転軸棒をそれぞれ回転操作するので、左右ベルトを巻き取って左右側板を
内方に引っ張って折り畳む。
【００９０】
　また、図１５および図１６に示すように、前記回転軸棒２１０、２１０をコンテナー本
体内の両側の中央上部または下部に設置し、前記両側の回転軸棒のスプールに左右ベルト
２２０、２２０を連結し、前記左右ベルトの端部を左右側板の中央位置に「Ｘ」字状に連
結して前記両側の回転軸棒をそれぞれ回転操作するので、左右ベルトを巻き取って左右側
板を内方に引っ張って折り畳む。
【００９１】
　また、図１７および図１８に示すように、単一の回転軸棒と単一のベルトで作動するこ
とができるが、これは前記回転軸棒２１０をコンテナー本体内の一側の中央上部または下
部に設置し、前記両側の回転軸棒のスプールに連結されたベルト２２０の端部を対向側の
側板に水平に連結設置して前記回転軸棒を回転操作するので、ベルトを巻き取って左右側
板を内方に引っ張って折り畳む。
【００９２】
　このように前記回転軸棒２１０の回転操作によって左右側板を折り畳むため、少数の作
業者で、コンテナー本体１００を簡単に折り畳むのはもとより、コンテナー本体１００の
外部で折り畳むので安全に作業することができる。
【００９３】
　このようにコンテナー本体１００を折り畳んだ後には、前記下板２０の両側の端部に位
置するキャッチクランプ６０によってコンテナー本体の折畳状態を固定する。この際、前
記キャッチクランプ６０は、２つの係止環６５ａ、６５ｂを固定リング６６で回転可能に
連結した二重係止環６５’から構成し、前記二重係止環によって、上板１０に位置する係
止鉤６７に係止するので、上板、左右側板、下板および前後側板が折り畳まれた状態で固
定する。
【００９４】
　このように折り畳まれるコンテナー本体１００は折畳状態にされて保管、荷役および運
搬に利用される。折畳状態で前記コンテナー本体１００に各種貨物を保管して運搬しよう
とする場合には、コンテナー本体を折畳状態から展開状態に転換して使用する。
【００９５】
　まず、前記コンテナー本体１００の折畳状態を固定するキャッチクランプ６０の二重係
止環６５’による固定状態を解除する。
【００９６】
　すなわち、前記コテンナー本体１００の折畳状態を固定プレート４００によって支持す
る状態で前記キャッチクランプ６０の二重係止環６５’を固定解除する。下板２０の前後
側面に位置する固定プレート４００を弾性的に引き出してヒンジピン４１０を中心に上方
に回転させて前記固定プレート４００の固定ピン４１５を、上板１０に位置する連結ブラ
ケット３１０の支持孔３１２に挿設してコテンナー本体の折畳状態を支持し、この状態で
前記キャッチクランプ６０の二重係止環６５’を固定解除する。
【００９７】
　この際、前記コンテナー本体１００を固定プレート４００に支持してバネ蝶番による弾
性力を制限するため、前記キャッチクランプ６０の二重係止環６５’の固定解除作業を簡
単に行う。
【００９８】
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　このような状態で前記固定プレート４００の固定状態を解除した後、一方の側板を垂直
に展開するが、上板、側板の上・下部体、および下板の間に連結されるバネ蝶番４０、４
０’のねじりコイルバネ４６の弾性力によって弾性上昇させて垂直に展開させる。そして
、垂直に展開された側板の上・下部体３１、３２を連結ブラケット３１０によって垂直支
持する。すなわち、固定管３３０の係止溝３３３に係止されている固定バー３２０のつま
み３２２を固定解除させて固定バー３２０を弾性前進させるので、固定バーを前記連結ブ
ラケット３１０の支持孔３１２に挿入させ、垂直に展開された側板の上・下部体３１、３
２を垂直支持するのである。
【００９９】
　また、垂直に展開された側板の下部のキャッチクランプ６０において両側に対向位置す
るが、係止環６５を上下分離して両側からコイルバネ７０、７０で弾性連結されたキャッ
チクランプ６０の係止環６５を係止鉤６７に係止して側板の下部体に弾性固定する。
【０１００】
　このように垂直に展開された一方の側板の上・下部体３１、３２を連結ブラケット３１
０で垂直支持するとともに、前記下部体と下板とを、係止環がコイルバネ７０、７０で連
結されたキャッチクランプで固定連結することにより、対向側の側板を垂直展開する過程
において、上・下部体の連結ブラケットによって既に垂直に展開された一方の側板の上・
下部体が対向して折れながら傾くことを防止するのはもとより、一方の側板の下部体に固
定される係止環がコイルバネで連結されたキャッチクランプのコイルバネ７０、７０が弾
性引張されながら一方の側板が作業者の前方に片寄ることを防止する。
【０１０１】
　このような状態で垂直に展開された側板の対向側の側板を安全に垂直に展開する。この
とき、上板、側板の上・下部体、および下板の間に連結されるバネ蝶番４０、４０’のね
じりコイルバネ４６の弾性力によって弾性上昇させて垂直に展開させる。
【０１０２】
　しかも、本発明の前記バネ蝶番４０、４０’は、固定片４１、４１の外側に案内凹溝部
４３を設けてねじりコイルバネ４６の両側の脚部４７、４７が固定片の外側に突出するの
を防止するとともに、ねじりコイルバネのねじり作動によって案内凹溝部を案内移動しな
がら上板、左右側板、下板の折畳および展開作動を円滑に提供する。
【０１０３】
　また、前記バネ蝶番４０、４０’は、上板１０と左右側板の上部体３１との間および下
板２０と左右側板の下部体３２との間の９０°回転する位置に比べて、左右側板の上・下
部体３１、３２の間の１８０°回転する位置に設置するねじりコイルバネの設置数をより
多くし、或いはねじりコイルバネのワイヤーの巻取数をよく多くすることにより、優れる
作動効率性および耐久性を確保する。
【０１０４】
　また、前記ねじりコイルバネ４６のワイヤーの断面を、従来の円形断面の代わりに、ス
プリングの長さ方向に直径が狭小な上下に長い楕円形にして、幅の長さをコンパクトにす
るので、さらに多くのバネ蝶番を設置構成することができて、バネ蝶番のテンション力の
増大によって左右側板の展開作動をさらに円滑に提供する。
【０１０５】
　こうして前記コンテナー本体１００をさらに展開した後には、前記上板１０と左右側板
の上部体３１、左右側板の上・下部体３１、３２、下板２０と左右側板の下部体３２、上
板１０と前後側板５０、５０’をキャッチクランプ６０で互いに固定する。
【０１０６】
　また、前記上板１０、下板２０および左右側板の上・下部体３１、３２を連結ブラケッ
ト３１０で互いに連結するが、固定管３３０の係止溝３３３に係止されている固定バー３
２０のつまみ３２２を固定解除させて固定バー３２０を弾性前進させるので、前記連結ブ
ラケット３１０の支持孔３１２に挿入させ、垂直に展開された上板１０、下板２０および
左右側板の上・下部体３１、３２を垂直支持する。
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【０１０７】
　こうしてコテンナー本体１００の展開が完了すると、コンテナー本体１００の内部に各
種貨物を保管する。
【０１０８】
　この際、自動車を積載する場合には、前後側板５０、５０’の両側に設けられた案内路
５５の進入傾斜面５６を介して車両などを簡単に移動させて保管する。
【０１０９】
　前記コンテナー本体１００は、左右側板３０、３０’に別途設けられるドア１５０を蝶
番によって開閉するので、内部の出入が可能となる。
【０１１０】
　このような本発明の折畳式コンテナーは、コンテナー本体の物流荷役作業の際に上板の
隅部のコーナーキャスティング５００へコンテナー埠頭荷役装備が作動するが、前記コン
テナー本体がバネ蝶番、キャッチクランプ以外に連結ブラケットによって垂直支持状態を
維持しながら堅固に使用することができる。
【０１１１】
　また、前記コンテナー本体１００を構成する上板１０、左右側板の上・下部体３１、３
２および下板２０が相接する接触面の縁部に沿って設けられた段差凹溝４２５にシリコン
パッキン４２０を取り付けて気密性を確保するため、漏水が完全に遮断されて各種貨物を
安全に保管、荷役および運搬することができる。
【符号の説明】
【０１１２】
　１０　　上板
　２０　　下板
　３０、３０’　　左右側板
　３１、３２　　上下部体
　４０、４０’　　バネ蝶番
　４１、４２　　蝶番
　５０、５０’　　前後側板
　１００　　コンテナー本体
　２　　積載空間部
　６０　　キャッチクランプ
　６１　　クランプ
　６７　　係止鉤
　２００　　側板折畳手段
　２１０　　回転軸棒
　２２０　　ベルト
　２１１　　ラチェットギア
　２１２　　ラチェット爪
　２１３　　ストッパー
　２１５　　スプール
　２１７　　多角形突起部
　１０５　　貫通孔
　２３０　　ラチェットハンドル
　２３５　　レンチ溝
　２２５　　係止棒
　２２２　　逆「Ｕ」字状の係止フック
　４１　　固定片
　４５　　軸ピン
　４７　　脚部
　４３　　案内凹溝部
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　４６　　ねじりコイルバネ
　３１０　　連結ブラケット
　３１２　　支持孔
　３２０　　固定バー
　３３０　　固定管
　３２２　　つまみ
　３３２　　案内溝
　３３３　　係止溝
　３００　　側板垂直支持装置
　４００　　固定プレート
　４１０　　ヒンジピン
　７０　　コイルバネ
　６９　　ねじりバネ
　６５、６５ａ、６５ｂ、６５－１、６５－２　　係止環
　６６　　固定リング
　６５’　　二重係止環
　４２５　　段差凹溝
　４２０　　シリコンパッキン
　１５０　　ドア
　５５　　案内路
　５６　　進入傾斜面
　８０　　支持ピン
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