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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パレットであって、
　第１基台本体と前記第１基台本体上に設けられた複数の第１位置決め溝とを包括し、前
記複数の第１位置決め溝の一端が直角に連なる複数の第１基台と、
　各々前記複数の第１基台の間に位置し、第２基台本体と前記第２基台本体上に設けられ
た第２位置決め溝と第２溝とを含み、前記第２位置決め溝の一端が前記第２溝と直角に連
なる複数の第２基台と、
　前記複数の第２基台の間に位置し、中央基台本体と前記中央基台本体上に設けられ、且
つ同一交差点を通過する複数の中央溝とを含む中央基台と、
　前記複数の第１位置決め溝、複数の第２位置決め溝、複数の第２溝及び複数の中央溝内
に嵌設することで、前記中央基台、複数の第１基台及び複数の第２基台を固定してパレッ
ト枠組を構成し、その両端が各々前記複数の第１位置決め溝或いは複数の第２位置決め溝
の壁面に当接して支持し、前記複数の第１位置決め溝、複数の第２位置決め溝及び前記中
央溝により移動が制限される複数の連接棒と、
　前記パレット枠組上に固定されるパネルと、を含み、
　前記中央基台は、前記中央基台本体上に設けられた複数の中央斜め溝を更に含み、前記
複数の中央斜め溝が各々順次に前記交差点方向に向かって形成した中央外部拡張ゾーンと
中央当接支持部と中央内部拡張ゾーンとを包括することを特徴とする、
　パレット。
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【請求項２】
　前記中央基台は、前記中央基台本体上に設けられた複数の中央斜め溝を更に含み、前記
複数の中央溝及び複数の中央斜め溝がいずれも前記交差点を通過して交差配列することを
特徴とする請求項１に記載のパレット。
【請求項３】
　前記第１基台は、前記第１基台本体上に設けられた第１斜め位置決め溝を更に含み、前
記第１斜め位置決め溝の一端が前記複数の第１位置決め溝の直角に連なっている一端と連
なることを特徴とする請求項２に記載のパレット。
【請求項４】
　前記第１基台は、前記第１基台本体上に設けられた第１斜め位置決め溝を更に含み、前
記第１斜め位置決め溝が前記複数の第１位置決め溝の直角に連なる部分の方向に向かって
形成した第１外部拡張ゾーンと第１当接支持部と第１内部拡張ゾーンとを包括することを
特徴とする請求項１に記載のパレット。
【請求項５】
　前記パレットは、前記複数の第１斜め位置決め溝と複数の中央斜め溝内に嵌設すること
で、前記中央基台と複数の第１基台を固定し、前記複数の第１斜め位置決め溝と複数の中
央斜め溝により移動が制限される複数の斜め連接棒を更に含むことを特徴とする請求項３
又は４に記載のパレット。
【請求項６】
　前記中央基台は、複数の中央位置決め用差込穴を更に含み、前記複数の第１基台が複数
の第１位置決め用差込穴を更に含むことを特徴とする請求項５に記載のパレット。
【請求項７】
　前記複数の連接棒及び複数の斜め連接棒は、いずれも主柱部と複数の曲り管差込部とを
含み、前記曲り管差込部が前記主柱部の両端から同じ方向に湾曲して延伸し、前記複数の
曲り管差込部が前記複数の中央位置決め用差込穴及び複数の第１位置決め用差込穴内に挿
設することで、前記中央基台及び複数の第１基台を固定することを特徴とする請求項６に
記載のパレット。
【請求項８】
　前記複数の中央位置決め用差込穴は、前記複数の中央溝及び複数の中央斜め溝内に位置
し、前記複数の中央位置決め用差込穴の深さが前記複数の中央溝及び複数の中央斜め溝の
深さより深く、前記複数の第１位置決め用差込穴は、前記複数の第１位置決め溝及び複数
の第１斜め位置決め溝内に位置し、前記複数の第１位置決め用差込穴の深さが前記複数の
第１位置決め溝及び複数の第１斜め位置決め溝の深さより深いことを特徴とする請求項６
に記載のパレット。
【請求項９】
　前記中央基台は、複数の中央位置決め用差込穴を更に含み、前記複数の第１基台が複数
の第１位置決め用差込穴を更に含み、前記複数の第２基台が複数の第２位置決め用差込穴
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のパレット。
【請求項１０】
　前記複数の連接棒は、いずれも主柱部と複数の曲り管差込部とを含み、前記曲り管差込
部が前記主柱部の両端から同じ方向に湾曲して延伸し、前記複数の曲り管差込部が前記複
数の中央位置決め用差込穴、複数の第１位置決め用差込穴及び複数の第２位置決め用差込
穴内に挿設することで、前記中央基台、複数の第１基台及び複数の第２基台を固定するこ
とを特徴とする請求項９に記載のパレット。
【請求項１１】
　前記複数の中央位置決め用差込穴は、前記複数の中央溝内に位置し、前記複数の中央位
置決め用差込穴の深さが前記複数の中央溝の深さより深く、前記複数の第１位置決め用差
込穴は、前記複数の第１位置決め溝内に位置し、前記複数の第１位置決め用差込穴の深さ
が前記複数の第１位置決め溝の深さより深く、前記複数の第２位置決め用差込穴は、前記
複数の第２位置決め溝内に位置し、前記複数の第２位置決め用差込穴の深さが前記複数の
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第２位置決め溝の深さより深いことを特徴とする請求項９に記載のパレット。
【請求項１２】
　前記パネルは、接着接合、ヒートシール或いは締結方法で前記パレット枠組上に固定さ
れることを特徴とする請求項１に記載のパレット。
【請求項１３】
　前記複数の第１位置決め溝の連接部にストッパ面を形成しており、前記複数の連接棒の
移動を制限するために用いることを特徴とする請求項１に記載のパレット。
【請求項１４】
　パレット枠組を構成した後、前記中央斜め溝及び前記第１斜め位置決め溝は、同一直線
上に延伸することを特徴とする請求項３に記載のパレット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積載技術分野に関し、特に、パレットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に知られているプラスチック製パレットの大半は、一体成形であるため、サイズ
が異なるプラスチック製パレットを使用しようとする場合、適した金型で製造する必要が
あった。ただし、金型費用が非常に高く、且つパレットが衝突により破損した場合、小さ
い破損であったとしてもパレット全体を廃棄しなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、パレットを提供することにあり、従来技術内
のパレットの製作コスト及び使用コストが比較的高く、利用率が比較的低いという課題を
解決することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記技術的課題を解決するため、本発明の実施例ではパレットを提供し、パレットは、
第１基台本体と前記第１基台本体上に設けられた複数の第１位置決め溝とを包括し、前記
複数の第１位置決め溝の一端が直角に連なる複数の第１基台と、各々前記複数の第１基台
の間に位置し、第２基台本体と前記第２基台本体上に設けられた第２位置決め溝と第２溝
とを含み、前記第２位置決め溝の一端が前記第２溝と直角に連なる複数の第２基台と、前
記複数の第２基台の間に位置し、中央基台本体と前記中央基台本体上に設けられ、且つ同
一交差点を通過する複数の中央溝とを含む中央基台と、前記複数の第１位置決め溝、複数
の第２位置決め溝、複数の第２溝及び複数の中央溝内に嵌設することで、前記中央基台、
複数の第１基台及び複数の第２基台を固定してパレット枠組を構成し、その両端が各々前
記複数の第１位置決め溝或いは複数の第２位置決め溝の壁面に当接して支持し、前記複数
の第１位置決め溝、複数の第２位置決め溝及び前記中央溝により移動が制限される複数の
連接棒と、前記パレット枠組上に固定されるパネルと、を含む。
【０００５】
　前記中央基台は、前記中央基台本体上に設けられた複数の中央斜め溝を更に含み、前記
複数の中央溝及び複数の中央斜め溝がいずれも前記交差点を通過して交差配列する。
【０００６】
　前記第１基台は、前記第１基台本体上に設けられた第１斜め位置決め溝を更に含み、前
記第１斜め位置決め溝の一端が前記複数の第１位置決め溝の直角に連なっている一端と連
なる。
【０００７】
　前記中央基台は、前記中央基台本体上に設けられた複数の中央斜め溝を更に含み、前記
複数の中央斜め溝が各々順次に前記交差点方向に向かって形成した中央外部拡張ゾーンと
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中央当接支持部と中央内部拡張ゾーンとを包括する。
【０００８】
　前記第１基台は、前記第１基台本体上に設けられた第１斜め位置決め溝を更に含み、前
記第１斜め位置決め溝が前記複数の第１位置決め溝の直角に連なる部の方向に向かって形
成した第１外部拡張ゾーンと第１当接支持部と第１内部拡張ゾーンとを包括する。
【０００９】
　前記パレットは、前記複数の第１斜め位置決め溝と複数の中央斜め溝内に嵌設すること
で、前記中央基台と複数の第１基台を固定し、前記複数の第１斜め位置決め溝と複数の中
央斜め溝により移動が制限される複数の斜め連接棒を更に含む。
【００１０】
　前記中央基台は、複数の中央位置決め用差込穴を更に含み、前記複数の第１基台が複数
の第１位置決め用差込穴を更に含む。
【００１１】
　前記複数の連接棒及び複数の斜め連接棒は、いずれも主柱部と複数の曲り管差込部とを
含み、前記曲り管差込部が前記主柱部の両端から同じ方向に湾曲して延伸し、前記複数の
曲り管差込部が前記複数の中央位置決め用差込穴及び複数の第１位置決め用差込穴内に挿
設することで、前記中央基台及び複数の第１基台を固定する。
【００１２】
　前記複数の中央位置決め用差込穴は、前記複数の中央溝及び複数の中央斜め溝内に位置
し、前記複数の中央位置決め用差込穴の深さが前記複数の中央溝及び複数の中央斜め溝の
深さより深く、前記複数の第１位置決め用差込穴は、前記複数の第１位置決め溝及び複数
の第１斜め位置決め溝内に位置し、前記複数の第１位置決め用差込穴の深さが前記複数の
第１位置決め溝及び複数の第１斜め位置決め溝の深さより深い。
【００１３】
　前記中央基台は、複数の中央位置決め用差込穴を更に含み、前記複数の第１基台が複数
の第１位置決め用差込穴を更に含み、前記複数の第２基台が複数の第２位置決め用差込穴
を更に含む。
【００１４】
　前記複数の連接棒は、いずれも主柱部と複数の曲り管差込部とを含み、前記曲り管差込
部が前記主柱部の両端から同じ方向に湾曲して延伸し、前記複数の曲り管差込部が前記複
数の中央位置決め用差込穴、複数の第１位置決め用差込穴及び複数の第２位置決め用差込
穴内に挿設することで、前記中央基台、複数の第１基台及び複数の第２基台を固定する。
【００１５】
　前記複数の中央位置決め用差込穴は、前記複数の中央溝内に位置し、前記複数の中央位
置決め用差込穴の深さが前記複数の中央溝の深さより深く、前記複数の第１位置決め用差
込穴は、前記複数の第１位置決め溝内に位置し、前記複数の第１位置決め用差込穴の深さ
が前記複数の第１位置決め溝の深さより深く、前記複数の第２位置決め用差込穴は、前記
複数の第２位置決め溝内に位置し、前記複数の第２位置決め用差込穴の深さが前記複数の
第２位置決め溝の深さより深い。
【００１６】
　前記パネルは、接着接合、ヒートシール或いは締結方法で前記パレット枠組上に固定さ
れる。
【００１７】
　前記複数の第１位置決め溝の連接部にストッパ面を形成しており、前記複数の連接棒の
移動を制限するために用いる。
【００１８】
　パレット枠組を構成した後、前記中央斜め溝及び前記第１斜め位置決め溝は、同一直線
上に延伸する。
【００１９】
　前記連接棒上に折り曲げ部を設けており、２本の前記連接棒がクロスオーバーする時に
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マッチするために用いる。
【００２０】
　前記連接棒上に折り曲げ部を設けており、２本の前記連接棒がクロスオーバー又は前記
連接棒と前記斜め連接棒がクロスオーバーする時にマッチするために用い、前記斜め連接
棒上に斜め折り曲げ部を設けており、２本の前記斜め連接棒がクロスオーバー又は前記連
接棒と前記斜め連接棒がクロスオーバーする時にマッチするために用いる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の上記技術的解決策は、以下に記載されるような効果を奏する。
　上記解決策において、前記パレットは、中央基台と第１基台と第２基台と連接棒とパネ
ルとからなり、組み立てられたパレットの横方向、縦方向における寸法を調整させること
ができることで、実際の必要性に応じて自由に組立と調整でき、非常に柔軟性や利便性を
持ち、製作コストを削減できる。
　連接棒の両端は、各々第１位置決め溝又は第２位置決め溝の壁面に当接して支持するこ
とで、移動制限の効果を奏し、効果的に連接棒のずれ・変位或いは脱落の問題発生を防止
する。
　衝突により某部材の破損が起きた時、新しい部材に取り替えることができ、パレットの
利用率にアップするため大幅に使用コストを削減する。
　連接済みの中央基台、第１基台、第２基台及び連接棒は、平坦な枠組を形成でき、該枠
組の構造も丈夫で安定し、各部の間で移動或いは変位が生じず、重量物を運搬・載置した
時にも非常に安全である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施例に係るパレットの構造を示す模式図一である。
【図２】本発明の実施例に係るパレット枠組の構造を示す模式図一である。
【図３】本発明の実施例に係るパレット枠組の構造を示す模式図二である。
【図４】本発明の実施例に係る中央基台の構造を示す模式図一である。
【図５】本発明の実施例に係る第１基台の構造を示す模式図一である。
【図６】本発明の実施例に係る第２基台の構造を示す模式図一である。
【図７】本発明の実施例に係るパレット枠組とパネルの組み立て過程を示す模式図である
。
【図８】本発明の実施例に係るパレットの構造を示す模式図二である。
【図９】本発明の実施例に係るパレット枠組の構造を示す模式図三である。
【図１０】本発明の実施例に係る中央基台の構造を示す模式図二である。
【図１１】本発明の実施例に係る第１基台の構造を示す模式図二である。
【図１２】本発明の実施例に係る連接棒及び斜め連接棒の構造を示す模式図である。
【図１３】本発明の実施例に係る中央基台の構造を示す模式図三である。
【図１４】本発明の実施例に係る第１基台の構造を示す模式図三である。
【図１５】本発明の実施例に係る第２基台の構造を示す模式図二である。
【図１６】本発明の実施例に係る連接棒と基台の組み立てを示す模式図である。
【図１７】本発明の実施例に係る連接棒の構造を示す模式図である。
【図１８】本発明の実施例に係るパレットの構造を示す模式図四の一である。
【図１９】本発明の実施例に係るパレットの構造を示す模式図四の二である。
【図２０】本発明の実施例に係る第１基台の構造を示す模式図四である。
【図２１】本発明の実施例に係る中央基台の構造を示す模式図四である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明が解決しようとする技術的課題、技術的解決策及び利点をより一層明確に
するため、添付図面及び具体的実施例を組み合わせて詳細に説明する。
【００２４】
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　本発明は、従来技術内のパレットの製作コスト及び使用コストが比較的高く、利用率が
比較的低い問題について、図１乃至図７に示すようなパレット９を提供する。
　パレット９は、第１基台本体２３と前記第１基台本体２３上に設けられた複数の第１位
置決め溝２１とを包括し、前記複数の第１位置決め溝２１の一端が直角に連なる複数の第
１基台２０と、各々前記複数の第１基台２０の間に位置し、第２基台本体３３と前記第２
基台本体３３上に設けられた第２位置決め溝３１と第２溝３２とを含み、前記第２位置決
め溝３１の一端が前記第２溝３２と直角に連なる複数の第２基台３０と、前記複数の第２
基台３０の間に位置し、中央基台本体１３と前記中央基台本体１３上に設けられ、且つ同
一交差点１０Ａを通過する複数の中央溝１１とを含む中央基台１０と、前記複数の第１位
置決め溝２１、複数の第２位置決め溝３１、複数の第２溝３２及び複数の中央溝１１内に
嵌設することで、前記中央基台１０、複数の第１基台２０及び複数の第２基台３０を固定
してパレット枠組１を構成し、その両端が各々前記複数の第１位置決め溝２１或いは複数
の第２位置決め溝３１の壁面に当接して支持し、前記複数の第１位置決め溝２１、複数の
第２位置決め溝３１及び前記中央溝１１により移動が制限される複数の連接棒６０Ａと、
前記パレット枠組１上に固定されるパネル８Ａと、を含む。
【００２５】
　本発明の実施例で提供する前記パレットは、中央基台と第１基台と第２基台と連接棒と
パネルとからなり、組み立てられたパレットの横方向、縦方向における寸法を調整させる
ことができることで、実際の必要性に応じて自由に組立と調整でき、非常に柔軟性や利便
性を持ち、製作コストを削減できる。
　連接棒の両端は、各々第１位置決め溝又は第２位置決め溝の壁面に当接して支持するこ
とで、移動制限の効果を奏し、効果的に連接棒のずれ・変位或いは脱落の問題発生を防止
する。
　衝突により某部材の破損が起きた時、新しい部材に取り替えることができ、パレットの
利用率にアップするため大幅に使用コストを削減する。
　連接済みの中央基台、第１基台、第２基台及び連接棒は、平坦な枠組を形成でき、該枠
組の構造も丈夫で安定し、各部の間で移動或いは変位が生じず、重量物を運搬・載置した
時にも非常に安全である。
【００２６】
　前記複数の第１位置決め溝の連接部にストッパ面を形成しており、前記複数の連接棒の
移動を制限するために用いる。
【００２７】
　また、図２及び図４に示すように、中央基台１０は、プラスチック押出成形で、中央基
台本体１３と複数の中央溝１１とを含み、複数の中央溝１１が中央基台本体１３に位置す
ると共に共同で交差点１０Ａを横断して交差配列する。
　本実施例において、中央基台本体１３は、多辺体であり、中央基台本体１３も円形状と
することができ、前記形状は例を挙げるだけで、本発明はこれに限られるものではない。
複数の中央溝１１は、中央基台本体１３上の同一面に位置し、且つ中央溝１１と隣り合う
中央溝１１の間が鉛直角を有し、複数の中央溝１１が十字形に配列する。
【００２８】
　図２、図３及び図５に示すように、第１基台２０は、中央基台１０を中心として対称に
設けられ、プラスチック押出成形で、第１基台本体２３と複数の第１位置決め溝２１とを
含み、複数の第１位置決め溝２１が第１基台本体２３上に位置し、且つ複数の第１位置決
め溝２１の一端が連接すると共に鉛直角を有する。
【００２９】
　図５に示すように、ここで第１位置決め溝２１の一端は、開放型構造で、つまり該開放
端が第１基台本体２３の側壁面まで貫通し、また側壁面上に開口部を有し、他端が密閉型
構造で、つまり該密閉端が第１基台本体２３まで終了し、第１位置決め溝２１は第１基台
本体２３の側壁面から内方へ延伸し、且つ第１基台本体２３の溝構造を貫通しない。
【００３０】
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　図２、図３及び図６に示すように、第１基台２０は、第２基台３０の間に位置し、中央
基台１０を中心として対称に設けられる。本実施例において、中央基台１０は正方体で、
複数の第１基台２０が各々中央基台１０の隅角部に設けられ、複数の第２基台３０が各々
中央基台１０の側面部に位置する。
【００３１】
　図６及び図１５に示すように、第２基台３０は、プラスチック押出成形で、第２位置決
め溝３１と第２溝３２と第２基台本体３３とを含み、第２位置決め溝３１及び第２溝３２
が第２基台本体３３上に位置し、且つ第２位置決め溝３１の一端が第２溝３２に連接し、
両者に鉛直角がある。ここで、第２位置決め溝３１は、第２基台本体３３の側壁面から内
方へ延伸し、且つ第２基台本体３３の溝構造を貫通せず、第２溝３２が第２基台本体３３
の側壁面から他側壁面へ延伸して第２基台本体３３の溝構造を貫通する。
【００３２】
　このほかに、第１基台２０及び／或いは第２基台３０は、正方体（図１）、長方体或い
は円柱体等の多辺体とすることができるものとするが、本発明はこれに限られるものでは
ない。本実施例において、中央基台１０は、中央部に位置し、複数の第１基台２０が各々
中央基台１０の隅角部に設けられ、複数の第２基台３０が各々中央基台１０の側面部に位
置し、３×３マトリクス状に配列される。
【００３３】
　また各基台は、中空体とすることができ、軽量化の目的を効果的に達成できる。本実施
例において、中央基台１０、複数の第１基台２０及び複数の第２基台３０の基台本体内部
は、中空の梁柱状構造（図７）を呈し、例えばＨ形、Ｉ形又はＸ形等の様々な形状で、基
台の重量を減らしながらその支持強度を大幅に高めることができる。次に、基台本体は、
対向する第１面と第２面を有し、複数の位置決め溝と溝が第１面上に設けられる。
【００３４】
　図２に示すように、連接棒６０Ａは、中央基台１０、複数の第１基台２０、複数の第２
基台３０を連接と固定するために用いられる。ここで、連接棒６０Ａは、ストリップ状を
呈し、且つ連接棒６０Ａの直径が位置決め溝及び／或いは溝の深さを下回る。ここで、連
接棒６０Ａは、第１位置決め溝２１、第２位置決め溝３１、第２溝３２及び中央溝１１内
に嵌設することで、中央基台１０、複数の第１基台２０、複数の第２基台３０を固定する
。
【００３５】
　図２、図３及び図５に示すように、連接棒６０Ａの両端は、各々２個の第１基台２０の
第１位置決め溝２１内に嵌設され、且つ連接棒６０Ａの両端が各々第１位置決め溝２１の
壁面に当接して支持し、連接棒６０Ａの中間節が第２基台３０の第２溝３２に嵌設され、
これを介してこの３個の基台を一緒に連接して固定し、位置決め溝の壁面を介して連接棒
に当接して連接棒を位置決めし、連接棒が位置決め溝内において揺動変位することにより
、基台固定効果を奏することができないことを避けることができる。
【００３６】
　図２、図３及び図６に示すように、別の連接棒６０Ａの両端は、各々２個の第２基台３
０の第２位置決め溝３１内に嵌設され、且つ連接棒６０Ａの両端が各々第２基台３０の壁
面又は前記連接棒６０Ａ（つまり中間節が第２溝３２の連接棒６０Ａに嵌設）に当接して
支持し、連接棒６０Ａの中間節が中央基台１０の中央溝１１内に嵌設され、これを介して
この３個の基台を一緒に連接して固定し、連接棒が位置決め溝内において揺動変位するこ
とにより、基台固定効果を奏することができないことを避けることができる。
【００３７】
　図１に示すように、前記で述べた通り、連接棒６０Ａで中央基台１０、複数の第１基台
２０、複数の第２基台３０を固定すると、パレット枠組１を構成し、そしてパネル８Ａを
パレット枠組１に固定すると、本発明に係るパレット９を構成する。
　ここで、パネル８Ａは１枚の大型平板又は数枚の小型平板で構成でき、プラスチック合
板、紙ハニカム板又は複合板とすることができる。また係合、接着接合、締結若しくは同
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材質のヒートシール方法を通じてパレット枠組１上に固定されてパレット９を構成すると
、フォークリフト（パレット運搬車とも呼ばれる）でパレット９に差し込んで、持ち上げ
て運搬できる。
【００３８】
　更に、図８乃至図１１及び図１３に示すように、本発明の実施例で提供する前記パレッ
ト内の前記中央基台１０は、前記中央基台本体１３上に設けられた複数の中央斜め溝１４
を更に含み、前記複数の中央溝１１及び複数の中央斜め溝１４がいずれも前記交差点１０
Ａを通過して交差配列する。
　前記第１基台２０は、前記第１基台本体２３上に設けられた第１斜め位置決め溝２４を
更に含み、前記第１斜め位置決め溝２４の一端が前記複数の第１位置決め溝２１の直角に
連なる一端と連なる。
　前記パレット９は、前記複数の第１斜め位置決め溝２４及び複数の中央斜め溝１４内に
嵌設することで、前記中央基台１０及び複数の第１基台２０を固定する複数の斜め連接棒
７０Ａを更に含み、前記複数の第１斜め位置決め溝２４及び複数の中央斜め溝１４で前記
複数の斜め連接棒７０Ａの移動を制限する。
【００３９】
　図８乃至図１０に示すように、中央基台本体１３上の複数の中央溝１１は十字形に配列
され、十字形複数の中央溝１１上に斜め複数の中央斜め溝１４を追加し、両者が米字形に
配列される。ここで、複数の中央溝１１及び複数の中央斜め溝１４は、中央基台本体１３
の側壁面から他側壁面へ延伸して中央基台本体１３の溝構造を貫通する。
【００４０】
　図１１及び図１４に示すように、第１基台２０は、第１基台本体２３と複数の第１位置
決め溝２１と第１斜め位置決め溝２４とを含み、複数の第１位置決め溝２１が第１基台本
体２３上に位置し、且つ第１斜め位置決め溝２４が複数の第１位置決め溝２１の一端と連
なり、第１斜め位置決め溝２４と複数の第１位置決め溝２１の間に各々略４５度の交角を
有する。ここで、複数の第１位置決め溝２１及び第１斜め位置決め溝２４は、第１基台本
体２３の側壁面から内方へ延伸し且つ第１基台本体２３の溝構造を貫通しない。
【００４１】
　本実施例において、図８乃至図１１に示すように、各基台は、多辺体で、中央基台１０
が中央部に位置し、複数の第１基台２０が各々中央基台１０の隅角部に設けられ、複数の
第２基台３０が各々中央基台１０の側面部に位置し、３×３マトリクス状に配列される。
このほかに、パレット枠組１を構成した後、中央斜め溝１４及び第１斜め位置決め溝２４
は同一直線上に延伸する。
【００４２】
　図９乃至図１５に示すように、連接棒６０Ａ及び斜め連接棒７０Ａは、中央基台１０、
複数の第１基台２０及び複数の第２基台３０を連接すると共に固定するために用いられる
。ここで、連接棒６０Ａ及び斜め連接棒７０Ａは、ストリップ状を呈し、且つ連接棒６０
Ａ及び斜め連接棒７０Ａの直径が位置決め溝及び／或いは溝の深さを下回る。ここで、連
接棒６０Ａは、第１位置決め溝２１、第２位置決め溝３１、第２溝３２及び中央溝１１内
に嵌設されることで、中央基台１０、複数の第１基台２０及び複数の第２基台３０を固定
し、斜め連接棒７０Ａは、中央斜め溝１４及び第１斜め位置決め溝２４内に嵌設すること
で、中央基台１０と複数の第１基台２０の連接関係を強化する。
【００４３】
　ここで、斜め連接棒７０Ａの両端は、各々第１基台２０の第１位置決め溝２１及び中央
基台１０の中央溝１１内に嵌設され、且つ斜め連接棒７０Ａの一端が第１位置決め溝２１
の壁面に当接して支持し、これを介して中央基台１０と第１基台２０を一緒に連接して固
定し、また位置決め溝の壁面を介して連接棒に当接して連接棒を位置決めし、連接棒が位
置決め溝内において揺動変位することにより、基台固定効果を奏することができないこと
を避ける。
　また、斜め連接棒７０Ａの両端は、各々２個の第１基台２０の第１位置決め溝２１内に
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嵌設され、斜め連接棒７０Ａの中間節が中央基台１０の中央溝１１内に嵌設され、これを
介してこの３個の基台を一緒に連接して固定し、また位置決め溝の壁面を介して連接棒に
当接して連接棒を位置決めし、連接棒が位置決め溝内において揺動変位することにより、
基台固定効果を奏することができないことを避ける。
【００４４】
　図８に示すように、前記で述べた通り連接棒６０Ａと斜め連接棒７０Ａで中央基台１０
、複数の第１基台２０、複数の第２基台３０を固定すると、パレット枠組１を構成し、そ
してパネル８Ａをパレット枠組１に肯定すると、本発明に係るパレット９を構成する。
　ここで、パネル８Ａは１枚の大型平板又は数枚の小型平板で構成でき、プラスチック合
板、紙ハニカム板又は複合板とすることができ、また係合、接着接合、締結若しくは同材
質のヒートシール方法を通じてパレット枠組１上に固定されてパレット９を構成すると、
フォークリフト（パレット運搬車とも呼ばれる）でパレット９に差し込んで、持ち上げて
運搬できる。
【００４５】
　更に、図１３乃至図１６に示すように、前記中央基台１０は、複数の中央位置決め用差
込穴１６を更に含み、前記複数の第１基台２０が複数の第１位置決め用差込穴２６を更に
含む。
　前記複数の連接棒６０Ａ及び複数の斜め連接棒７０Ａは、いずれも主柱部（各々６１Ａ
及び７１Ａ）と複数の曲り管差込部（分別為６２Ａ和７２Ａ）とを含み、前記曲り管差込
部（各々６２Ａ及び７２Ａ）が前記主柱部（各々６１Ａ及び７１Ａ）の両端から同じ方向
に湾曲して延伸し、前記複数の曲り管差込部（各々６２Ａ及び７２Ａ）が前記複数の中央
位置決め用差込穴１６及び複数の第１位置決め用差込穴２６内に挿設することで、前記中
央基台１０及び複数の第１基台２０を固定する。
【００４６】
　図１３及び図１４に示すように、前記複数の中央位置決め用差込穴１６は、前記複数の
中央溝１１及び複数の中央斜め溝１４内に位置し、前記複数の中央位置決め用差込穴１６
の深さが前記複数の中央溝１１及び複数の中央斜め溝１４の深さより深く、前記複数の第
１位置決め用差込穴２６は、前記複数の第１位置決め溝２１及び複数の第１斜め位置決め
溝２４内に位置し、前記複数の第１位置決め用差込穴２６の深さが前記複数の第１位置決
め溝２１及び複数の第１斜め位置決め溝２４の深さより深い。
【００４７】
　図１３及び図１４に示すように、斜め連接棒７０Ａは、主に斜め主柱部７１Ａ及び斜め
主柱部７１Ａ両端に位置する斜め曲り管差込部７２Ａで構成でき、略逆凹字形を呈し、且
つ斜め主柱部７１Ａの直径が溝又は位置決め溝の深さを下回る。
　斜め曲り管差込部７２Ａは、主柱部７１Ａの両端から同じ方向に湾曲して延伸し、また
複数の中央位置決め用差込穴１６及び複数の第１位置決め用差込穴２６内に挿設すること
で、中央基台１０及び複数の第１基台２０を固定できる。
【００４８】
　図８及び図１４に示すように、前記で述べた通り連接棒６０Ａ或いは連接棒６０Ａと斜
め連接棒７０Ａで中央基台１０、複数の第１基台２０、複数の第２基台３０を固定すると
、パレット枠組１を構成し、そしてパネル８Ａをパレット枠組１に固定すると、本発明に
係るパレット９を構成する。
　ここで、係合、接着接合、締結若しくは同材質のヒートシール方法を通じてパレット枠
組１上に固定されてパレット９を構成すると、フォークリフト（パレット運搬車とも呼ば
れる）でパレット９に差し込んで、持ち上げて運搬できる。
【００４９】
　図１３乃至図１７に示すように、連接棒６０Ａは、主に主柱部６１Ａと主柱部６１Ａ両
端に位置する曲り管差込部６２Ａで構成でき、略逆凹字形を呈し、且つ主柱部６１Ａの直
径が溝或いは位置決め溝の深さを下回る。曲り管差込部６２Ａは、主柱部６１Ａの両端か
ら同じ方向に湾曲して延伸し、また複数の中央位置決め用差込穴１６、複数の第１位置決
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め用差込穴２６及び複数の第２位置決め用差込穴３６内に挿設することで、中央基台１０
、複数の第１基台２０及び複数の第２基台３０を固定できる。
【００５０】
　ここで、主柱部６１Ａ両端に位置する曲り管差込部６２Ａは、各々２個の第１基台２０
の複数の第１位置決め用差込穴２６内に挿設、若しくは第１位置決め用差込穴２６及び第
２位置決め用差込穴３６内に挿設することで、第１基台２０及び第２基台３０を固定でき
、或いは中央位置決め用差込穴１６及び第２位置決め用差込穴３６内に挿設することで、
中央基台１０及び第２基台３０を固定できる。
【００５１】
　図１２に示すように、前記連接棒６０Ａ上に折り曲げ部６０６Ａを設けており、２本の
前記連接棒６０Ａのクロスオーバー又は前記連接棒６０Ａと前記斜め連接棒７０Ａのクロ
スオーバー時にマッチするために用いる。
　前記斜め連接棒７０Ａ上に斜め折り曲げ部７０６Ａを設けており、２本の前記斜め連接
棒７０Ａのクロスオーバー或いは前記連接棒６０Ａと前記斜め連接棒７０Ａのクロスオー
バー時にマッチするために用いる。つまりいずれかの連接棒６０Ａ上に折り曲げ部６０６
Ａを設けており、２本の連接棒６０Ａのクロスオーバー時、いずれかの連接棒６０Ａの折
り曲げ部６０６Ａを別の連接棒６０Ａ上又は斜め連接棒７０Ａ上に重ねて置き、斜め連接
棒７０Ａ上に斜め折り曲げ部７０６Ａを設けており、２本の斜め連接棒７０Ａのクロスオ
ーバー時、いずれかの斜め連接棒７０Ａの斜め折り曲げ部７０６Ａを別の斜め連接棒７０
Ａ上又は連接棒６０Ａ上に重ねて置く。
【００５２】
　図１３乃至図１６に示すように、本発明が提供する別の実施例において、前記中央基台
１０は、複数の中央位置決め用差込穴１６を更に含み、前記複数の第１基台２０が複数の
第１位置決め用差込穴２６を更に含み、前記複数の第２基台３０が複数の第２位置決め用
差込穴３６を更に含む。
　前記複数の連接棒６０Ａは、いずれも主柱部６１Ａと複数の曲り管差込部６２Ａとを含
み、前記曲り管差込部６２Ａが前記主柱部６１Ａの両端から同じ方向に湾曲して延伸し、
前記複数の曲り管差込部６２Ａが前記複数の中央位置決め用差込穴１６、複数の第１位置
決め用差込穴２６及び複数の第２位置決め用差込穴３６内に挿設することで、前記中央基
台１０、複数の第１基台２０及び複数の第２基台３０を固定する。
【００５３】
　図１３乃至図１５に示すように、前記複数の中央位置決め用差込穴１６は、前記複数の
中央溝１１内に位置し、前記複数の中央位置決め用差込穴１６の深さが前記複数の中央溝
１１の深さより深い。前記複数の第１位置決め用差込穴２６は、前記複数の第１位置決め
溝２１内に位置し、前記複数の第１位置決め用差込穴２６の深さが前記複数の第１位置決
め溝２１の深さより深い。前記複数の第２位置決め用差込穴３６は、前記複数の第２位置
決め溝３１内に位置し、前記複数の第２位置決め用差込穴３６の深さが前記複数の第２位
置決め溝３１の深さより深い。
【００５４】
　連接棒６０Ａの構造は、図１７に示すようなもので、前に述べたことと同じであるため
、ここでその説明を省略する。
【００５５】
　図６に示すように、前記連接棒６０Ａ上には折り曲げ部６０６Ａを設けており、２本の
前記連接棒６０Ａのクロスオーバー時にマッチするために用いる。つまり２本の連接棒６
０Ａのクロスオーバー時、いずれかの連接棒６０Ａの折り曲げ部６０６Ａを別の連接棒６
０Ａ上に重ねて置く。
【００５６】
　更に、図１８、図１９及び図２１に示すように、本発明の実施例で提供する前記パレッ
ト内の前記中央基台１０は、前記中央基台本体１３上に設けられた複数の中央斜め溝１４
’を更に含み、前記複数の中央斜め溝１４’が具体的に４個で、各中央斜め溝１４’が各
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々前記中央基台本体１３の４つの隅部に位置し、各中央斜め溝１４’の一端がいずれも前
記中央基台本体１３の側壁面から交差点１０Ａの方向へ延伸するが、中央溝１１と互いに
貫通する溝構造ではなく、つまり各中央斜め溝１４’が互いに連通しない。
　また、各中央斜め溝１４’は、順次に交差点１０Ａ方向に向かって形成した中央外部拡
張ゾーン１４１と中央当接支持部１４２と中央内部拡張ゾーン１４３とを含み、各中央斜
め溝１４’の上面から見ると略漏斗状を呈し、つまり中央当接支持部１４２の幅は両側の
中央外部拡張ゾーン１４１及び中央内部拡張ゾーン１４３の幅より狭く、中央内部拡張ゾ
ーン１４３の幅が中央外部拡張ゾーン１４１の幅より狭い。
【００５７】
　図１８乃至図２０に示すように、前記第１基台２０は、前記第１基台本体２３上に設け
られた第１斜め位置決め溝２４’を更に含み、前記第１斜め位置決め溝２４’の一端が前
記複数の第１位置決め溝２１の直角に連なる箇所の方向に向かって延伸し、各第１斜め位
置決め溝２４’が順次に前記複数の第１位置決め溝２１の直角に連なる箇所の方向に向か
って形成した第１外部拡張ゾーン２４１と第１当接支持部２４２と第１内部拡張ゾーン２
４３とを含む。
　各第１斜め位置決め溝２４’の上面から見ると略漏斗状を呈し、つまり第１当接支持部
２４２の幅は両側の第１外部拡張ゾーン２４１及び１内部拡張ゾーン２４３の幅より狭く
、第１内部拡張ゾーン２４３の幅が第１外部拡張ゾーン２４１の幅より狭い。
【００５８】
　図１８乃至図２１に示すように、前記パレット９は、前記複数の第１斜め位置決め溝２
４’及び複数の中央斜め溝１４’内に挿設することで前記中央基台１０及び複数の第１基
台２０を固定する複数の斜め連接棒（各々７０Ｂ及び７０Ｂ’）を更に含む。また前記複
数の第１斜め位置決め溝２４’及び複数の中央斜め溝１４’で前記複数の斜め連接棒（各
々７０Ｂ及び７０Ｂ’）の移動を制限し、つまり各斜め連接棒７０Ｂの両端は各々第１内
部拡張ゾーン２４３及び中央内部拡張ゾーン１４３に当接することで、前記中央基台１０
及び複数の第１基台２０を固定できる。
【００５９】
　ここで言及すべき点は、本発明に係るパレットは、異なるサイズを調整して運用でき、
第１斜め位置決め溝２４’及び中央斜め溝１４’の構造設計により挟む角度が共有する作
用を実現する。例を挙げると、図１８、図２０及び図２１に示すように、パレットの全長
Ｌ１（例えば縦方向の２個の第１基台２０の対向外側間の距離）が１１００ｃｍ、全幅Ｌ
２（例えば横方向の２個の第１基台２０の対向外側間の距離）が１１００ｃｍの時、斜め
連接棒７０Ｂと隣り合う２本の連接棒６０Ａの間の内角θ１は４５度、内角θ２が９０度
、内角θ３が４５度とする。この時、斜め連接棒７０Ｂの両端は、各々第１当接支持部２
４２と中央当接支持部１４２の挟持を受けることができる。
　図１９、図２０及び図２１に示すように、パレットの全長Ｌ１’（例えば縦方向の２個
の第１基台２０の対向外側間の距離）が１０００ｃｍ、全幅Ｌ２’（例えば横方向の２個
の第１基台２０の対向外側間の距離）が１２００ｃｍの時、斜め連接棒７０Ｂと隣り合う
２本の連接棒６０Ａの間の内角θ１’は５２度、内角θ２が９０度、内角θ３’が３８度
とする。この時、図１８のパレットの全体及びその内角θ１と内角θ３の角度は、各々図
１９のパレットの全体及びその内角θ１’と内角度θ３’の角度と異なるが、斜め連接棒
７０Ｂ’の両端も各々第１当接支持部２４２と中央当接支持部１４２の挟持を受けること
ができる。つまり、中央外部拡張ゾーン１４１及び中央内部拡張ゾーン１４３を利用して
斜め連接棒７０Ｂ’の一端の角度を変更した後も中央当接支持部１４２に挟持されること
ができ、斜め連接棒７０Ｂ’の他端も第１外部拡張ゾーン２４１、第１内部拡張ゾーン２
４３において角度を変更した後第１当接支持部２４２に挟持させることができる。
【００６０】
　前記パレットは、異なるサイズに応じるため、内角θ１及びθ１’を各々４５度及び５
２度とする。しかし、別の実施例において全長（各々Ｌ１及びＬ１’）及び全幅（各々Ｌ
２及びＬ２’）も変更でき、例えば全長１１００ｃｍを全幅１２００ｃｍに組み合わせる
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時、斜め連接棒と隣り合う２本の連接棒の間の内角θ１は４８度、内角θ２が９０度、内
角θ３が４２度とする。或いは全長１０００ｃｍを全幅１１００ｃｍに組み合わせた時、
斜め連接棒と隣り合う２本の連接棒の間の内角θ１は４９度、内角θ２が９０度、内角θ
３が４１度とする。
　上記サイズの異なるパレットを変換した後、θ１は４８度及び４９度で、いずれも前記
４５度～５２度とし、斜め連接棒の両端も各々第１当接支持部２４２と中央当接支持部１
４２の挟持を受けることができ、且つ斜め連接棒の両端が各々中央外部拡張ゾーン１４１
、中央内部拡張ゾーン１４３及び第１外部拡張ゾーン２４１、第１内部拡張ゾーン２４３
内において所要の角度を変更でき、また第１斜め位置決め溝２４’及び中央斜め溝１４’
により挟む角度が共有する作用を実現することが分かる。
【００６１】
　本発明に係るパレットは、以下の利点を有する。つまり第１基台及び第２基台は、長さ
の異なる連接棒で固定されて第１基台と第２基台の間の間隔を調整でき、組立式パレット
の横方向と縦方向における寸法を調整させることができることで、実際の必要性に応じて
自由に組立と調整でき、非常に柔軟性や利便性を持つ。また、連接棒の両端は、各々第１
位置決め溝或いは第２位置決め溝の壁面に当接して支持することで、移動制限の効果を奏
し、効果的に連接棒のずれ・変位或いは脱落問題の発生を防止できる。
【００６２】
　このほかに、本発明に係るパレットは、衝突により基台の破損が起きた時、新しい基台
に取り替えることができ、パレットが２回或いは複数回の利用率にアップするため大幅に
コストを削減する。また、基台の内部が梁柱状構造で、例えばＨ形、Ｉ形又はＸ形とする
ことで、基台の重量を減らしながら支持の強度を大幅に高めることができる。このほかに
、連接済みの基台と連接棒は、平坦な枠組を形成でき、該枠組の構造も丈夫で安定し、各
部の間で移動或いは変位が生じず、重量物を運搬と載置した時にも非常に安全である。
【００６３】
　本発明において、曲り管差込部を基台上の異なる固定用差込穴に挿入することで、両基
台の間隔を調整でき、或いは長さの異なる連接棒で各基台を連接して、組立式パレットの
横方向と縦方向における寸法を調整させることができる。
【００６４】
　以上に述べたのは、本発明の好ましい実施形態であって、当業者は本発明に記載の原理
から逸脱することなく、様々な改良及び修飾を行うことができるが、これら改良及び修飾
も本発明の保護範囲と見なされる。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　　　パレット枠組
　１０　　　中央基台
　１０Ａ　　交差点
　１１　　　中央溝
　１３　　　中央基台本体
　１４　　　中央斜め溝
　１４’　　中央斜め溝
　１４１　　中央外部拡張ゾーン
　１４２　　中央当接支持部
　１４３　　中央内部拡張ゾーン
　１６　　　中央位置決め用差込穴
　２０　　　第１基台
　２１　　　第１位置決め溝
　２３　　　第１基台本体
　２４　　　第１斜め位置決め溝
　２４’　　第１斜め位置決め溝
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　２４１　　第１外部拡張ゾーン
　２４２　　第１当接支持部
　２４３　　第１内部拡張ゾーン
　２６　　　第１位置決め用差込穴
　３０　　　第２基台
　３１　　　第２位置決め溝
　３２　　　第２溝
　３３　　　第２基台本体
　３６　　　第２位置決め用差込穴
　６０Ａ　　連接棒
　６０６Ａ　折り曲げ部
　６１Ａ　　主柱部
　６２Ａ　　曲り管差込部
　７０Ａ　　斜め連接棒
　７０Ｂ　　斜め連接棒
　７０Ｂ’　斜め連接棒
　７１Ａ　　斜め主柱部
　７２Ａ　　斜め曲り管差込部
　７０６Ａ　斜め折り曲げ部
　８Ａ　　　パネル
　９　　　　パレット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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