
JP 2011-51649 A 2011.3.17

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】廃棄物などを収納するコンテナの開口部を覆う
シートカバーで、コンテナ内に投入する際にシートカバ
ーを全部外すことなく、必要なだけ部分的に投入口を容
易に開閉でき、廃棄物等収納物の飛散と雨水溜まりを防
止する。
【解決手段】コンテナ１１の開口部１２を隔てて対向す
る側壁１３Ｂ，１３Ｆ上方部の中間点付近に、それぞれ
一対の軸止板１５が側壁を両側から挟むようにして設け
てあり、軸止板の内側には側壁縁１３１の上方に位置し
、且つ側壁に直交する係止軸１６Ｂ，１６Ｆが備えてあ
り、コンテナの開口部を包囲する一対のカバー枠２０Ｌ
，２０Ｒを、係止軸に回動自在に連結し、柔軟防水性シ
ートからなるカバー部材が複数の係止具１７を介して、
カバー枠に摺動自在又は／及び着脱自在に設けられてお
り、カバー部材をコンテナ上方部に覆い被せてカバーの
周端部をコンテナ側壁部に係止可能に構成してなる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃棄物などを収納するコンテナの開口部を覆うシートカバーであって、前記コンテナの
開口部を隔てて対向する側壁上部の中間点付近に側壁に直交する係止軸が備えてあり、前
記コンテナの開口部を包囲する一対のワイヤロープ製のカバー枠を前記係止軸にそれぞれ
回動自在に連結し、柔軟防水性シートからなるカバー部材が複数の係止具を介して前記カ
バー枠に摺動自在又は／及び着脱自在に設けられており、前記カバー部材をコンテナ上方
部に覆い被せてカバー部材の周端部をコンテナ側壁部に係止可能に構成してなることを特
徴とするシートカバー。
【請求項２】
　前記シートカバーおいて、ワイヤロープ製のカバー枠は両端部近傍域を除く領域または
両端部近傍域とコの字状の垂直辺中央近傍域を除く領域を硬質の金属製パイプ、硬質の樹
脂製パイプまたは硬質合成樹脂の何れか一種で被覆してなることを特徴とする請求項１記
載のシートカバー。
【請求項３】
　前記シートカバーおいて、それぞれのカバー枠に囲まれたカバー部材の中間部に貫通孔
を設け、導水管の一端をカバー部材の裏側から貫通孔に連結するとともに導水管の他端を
コンテナ外部に導いてカバー部材の表面に溜まる雨水を導水管によって外部に排出するこ
とを特徴とする請求項１または２記載のシートカバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃棄物などを収納するコンテナの開口部を覆うシートカバーに関し、特に、
シートカバーを全部外すことなく必要なだけ部分的に開口部を容易に開閉でき、廃棄物等
収納物の飛散と雨水溜まりを防止したシートカバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、廃棄物などを収納するコンテナは、鋼製の箱形コンテナが多く使われている。こ
れらの箱形コンテナは上方が蓋のないオープンコンテナであるか若しくはオープンコンテ
ナの上方にウィング型と称する天板を開閉する方式（特許文献２参照）、天蓋式（特許文
献３参照）、ジャバラ・スライド式などがある。しかし、オープンコンテナは屋外に放置
された場合に廃棄物等収納物が風で飛散したり廃棄物が雨水に濡れることを防ぐために蓋
をすることが不可欠である。ところが、前記のウィング式、天蓋式、ジャバラ・スライド
式と称するものは何れも大掛かりな装置を伴うので高価であるばかりでなく、蓋が広範囲
に開放する構造のものが多く降雨時には雨がコンテナ内に浸入して内容物が濡れてしまう
欠点がある。また、ジャバラ・スライド式のものは、コンテナ側面上に設けるレールが邪
魔になり投入物が衝突して故障の原因となりやすい。また、従来からシートをコンテナの
上から被せてシートの周縁をコンテナの側面にゴム紐などで固定するものは風の強い時に
はシートが飛ばされて固定するのが困難であり、また、雨の日に収納物が少ないか空のコ
ンテナにシートを被せると、シートに雨水が溜まってシートが垂下するためにシートの取
り外しに手間がかかるばかりでなく、コンテナ内に雨水が浸入して収納物が濡れてしまう
恐れがあり問題であった。
【０００３】
　シート上面に雨水の溜まらない無蓋コンテナの雨覆い用のシートカバーの発明が開示さ
れている（特許文献１参照）。しかし、この発明は、化粧鋼板のような大きな荷物を搬送
するためのコンテナを対象としており、荷物の出入時にはシートカバー全体を取り外すこ
とを前提にしており、シートカバーの一部を開閉することは想定していない点で本願発明
とは発明の技術的思想が異なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】登録実用新案第３０３１７５１号公報
【特許文献２】特開２００２－３４７８８３号公報
【特許文献３】特開２００３－３４１７８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記の問題点を解消するために、本発明者は鋭意研究した結果、ワイヤロープ製のカバ
ー枠を形成し、このカバー枠にカバー部材を摺動自在又は着脱自在に取り付けることによ
って、ワイヤロープ製のカバー枠をひねり又は回動させれば適宜範囲の投入口を容易に開
閉することができることを見出して本願発明を想到するに至ったものであり、本願発明は
、収納物をコンテナ内に出入する際にカバー部材を全部外すことなく必要なだけ部分的に
開口部を容易に開閉でき、且つ、導水管を設けて雨水が溜まらないように改良したシート
カバ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】
【０００６】
　前記の課題を解決するために、本発明は、廃棄物などを収納するコンテナの開口部を覆
うシートカバーであって、前記コンテナの開口部を隔てて対向する側壁上部の中間点付近
に側壁に直交する係止軸が備えてあり、前記コンテナの開口部を包囲する一対のワイヤロ
ープ製のカバー枠を前記係止軸にそれぞれ回動自在に連結し、柔軟防水性シートからなる
カバー部材が複数の係止具を介して前記カバー枠に摺動自在又は／及び着脱自在に設けら
れており、前記カバー部材をコンテナ上方部に覆い被せてカバー部材の周端部をコンテナ
側壁部に係止可能に構成してなることを特徴とするシートカバーとする（請求項１）。
【０００７】
　また、前記の課題を解決するために、本発明は、前記シートカバーおいて、ワイヤロー
プ製のカバー枠は両端部近傍域を除く領域または両端部近傍域とコの字状の垂直辺中央近
傍域を除く領域を硬質の金属製パイプ、硬質の樹脂製パイプまたは硬質合成樹脂の何れか
一種で被覆してなることを特徴とする前記のシートカバーとすることが好ましい（請求項
２）。
【０００８】
　また、前記の課題を解決するために、本発明は、前記シートカバーおいて、それぞれの
カバー枠に囲まれたカバー部材の中間部に貫通孔を設け、導水管の一端をカバーの裏側か
ら貫通孔に連結するとともに導水管の他端をコンテナ外部に導いてカバーの表面に溜まる
雨水を導水管によって外部に排出することを特徴とする前記のシートカバーとすることが
好ましい（請求項３）。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係るシートカバーは、前記のようにワイヤロープ製のカバー枠を係止軸にそれ
ぞれ回動自在に連結し、このカバー枠にカバー部材を摺動自在又は着脱自在に係止する構
成になっているので部分的な開口部の開閉作業がスムーズにできる。即ち、従来のカバー
枠がないシートカバーの場合は、シートカバーをコンテナに固定する場合にシートカバー
が風で飛ばされるためにカバー掛けには複数の人手が必要であるとともに危険な作業であ
った。本発明のシートカバーは、カバー部材がカバー枠に係止しており、風に飛ばされる
こともなく、カバー枠を開閉するだけで開口部を簡単に開閉でき、カバー枠を閉じた後に
カバー部材周縁の弾性紐をコンテナ側面に係止すればよいので、操作が簡単であり且つ収
納物の飛散と雨水の浸入を最小限に抑えられる。また、金属または合成樹脂からなる硬質
被覆管でワイヤロープの両端部近傍等の剥き出し部を除き部分的に覆うことによって、剥
き出し部におけるワイヤロープは捻りに対して変形した形状を保持する性質を有するので
、カバー枠の角を持ち上げ或いは片側のカバー枠を回動して投入量に応じた望みの広さの
開口が得られる。また、カバー枠に囲まれたカバーの中間部に穿設した貫通孔に導水管を
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取り付けてコンテナ外部に導水管を延出することによってカバーの上面に雨水が溜まるの
を防止する効果を奏する。更に、本発明のシートカバーを使用することにより、雨水の浸
入を防止できるので輸送料と廃棄物処理に要するエネルギーの無駄が削減できる上、炭酸
ガスの発生量の削減にもなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係るカバー枠の角部を持ち上げて開口した状態を示す斜視
図である。
【図２】本発明の実施例に係る片側のカバー枠を回動して反対側に倒した状態を示す斜視
図である。
【図３】図２の状態からカバー部材を各カバー枠の先端側にたぐり寄せてより広く開口し
た状態を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るカバー部材の中央部に貫通孔を穿設し裏側に導水管を
設けたシートカバーを示す側面図である。
【図５】図４に示すカバー部材上に雨水が溜まってカバー部材の中央部が垂下した状態に
おける導水管の取付部近辺を示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を実施するための形態（以下「実施の形態」と称する）について、図面に基づい
て以下に詳細に説明する。しかし、本発明は、かかる実施の形態に限定されるものではな
い。図１はカバー枠の角部を持ち上げて開口した状態を示す斜視図であり、図２は片側の
カバー枠を回動して反対側に倒して片側を開口した状態を示す斜視図であり、図３は図２
の状態からカバーを各カバー枠の先端側にたぐり寄せてより広く開口した状態を示す斜視
図であり、図４及び５は本発明の実施の形態によるカバーの中央部近傍の裏側に導水管を
設けたシートカバーを示す側面図である。
【００１２】
　図において、１は本実施の形態に係るシートカバーであり、コンテナ１１の開口部１２
における対向する側壁１３Ｆ，１３Ｂの上方部には横桟部材１４が設けられている。前方
の側壁１３Ｆ上方部の中間点付近には、一対の軸止板１５Ｆ，１５Ｆが桟部材１４を両側
から挟むようにして側壁１３Ｆの上方部に設けてある。そして、一対の軸止板１５Ｆ，１
５Ｆの内側には側壁縁１３１の上方に位置し且つ側壁１３Ｆに直交する係止軸１６Ｆが備
えられている。後方の側壁１３Ｂ上方部の中間点付近にも前記と同様に一対の軸止板１５
Ｂ，１５Ｂがあり、その内側には係止軸１６Ｂが設けられている。前記コンテナの開口部
１２を包囲する一対のワイヤロープ製のカバー枠２０Ｌ，２０Ｒが前記係止軸１６Ｆ，１
６Ｂにそれぞれ回動可能に連結している。柔軟防水性シートからなるカバー部材１９が複
数の係止具１７を介して前記カバー枠２０Ｌ，２０Ｒに摺動自在又は着脱自在に取り付け
られており、前記カバー部材１９をコンテナ上方部に覆い被せてカバー部材１９の周端部
に備えられた複数の弾性紐１８をコンテナ側壁部のフック２２に掛けてカバー部材１９を
係止する構成になっている。
【００１３】
　本実施の形態に用いられるコンテナは特に限定されないが、汎用の鋼製箱形コンテナに
適用する場合について説明する。コンテナ１１の側壁１３は縦横の桟部材１４を組み合わ
せた枠の内側に鋼板を張設した構成からなり、側壁１３の上方にある横桟部材１４に軸止
板１５を設ける手段は特に限定されないが、横桟部材１４を両側から挟むようにして一対
の軸止板１５，１５を横桟部材１４にボルトナットなどで固定するのが好ましい。この一
対の軸止板１５，１５の内側には係止軸１６がボルトナット等で固定されている。
【００１４】
　次に、カバー枠２０Ｌ，２０Ｒは、鋼製ワイヤロープをコの字状に折り曲げてその両端
に前記係止軸１６Ｆ，１６Ｂに遊嵌する鋼製のリング状カシメ（ワイヤロープに留め具を
繋げるための金具）が固定されている。鋼製ワイヤロープは複数の鋼線を撚り合わせたも
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のであって、ある程度の剛性を有するものであれば材質や太さは特に限定されないが、直
径が５～２０ｍｍ程度の太さのものが好ましい。また、折り曲げたカバー枠の両端部近傍
域とコの字状の垂直辺中央近辺域における鋼製ワイヤロープの剥き出し部２８以外の部分
は鋼製ワイヤロープを鉄等の金属製パイプまたは硬質の樹脂製パイプに通して被覆するこ
とが好ましい。パイプにより保形性が維持されるために、カバー枠の一角を持ち上げたと
きに剥き出し部２８のワイヤロープは曲げまたは捻りが加えられて変形するがパイプに通
した角部を含むアーム部は形状が保持されるので部分的な開口部が容易に形成される。ま
た、把持性と安全性と見栄えの点からも好ましい。１０ｍｍ以下の剛性の小さいワイヤロ
ープを用いるときはパイプによりカバー枠の形状が保持されるので特に好ましい。前記の
金属製パイプまたは硬質の樹脂製パイプに代えて、ワイヤロープをポリオレフィン系樹脂
、塩化ビニル系樹脂、ポリアミド樹脂などの硬質の熱可塑性樹脂を溶融被覆したいわゆる
被覆ワイヤロープであって前記剥き出し部２８を切り欠いたものを用いてもよい。カバー
枠の形状は特に限定されないが、カバー枠を係止軸に連結して両側の側壁縁に載置したと
きにコンテナ開口部全体が覆われるようにほぼ側壁縁に沿って形成されることが好ましい
。
【００１５】
　前記カバー部材１９を構成する柔軟防水性シートは、現在汎用されているターポリンな
どの素材の他に防水性を有するものであれば特に限定されないが、例えば、ポリエステル
系繊維糸或いはポリエステルとレーヨン混紡糸、ビニロン糸等の生地を柔軟合成樹脂シー
トでサンドイッチ状に積層した柔軟防水性シートが好ましく、柔軟合成樹脂としては、中
低密度ポリエチレン等のポリオレフィン系樹脂、エチレン・プロピレン共重合体（ＥＰＭ
）、エチレン・プロピレン・ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）等の各種エラストマー、塩化ビ
ニル樹脂、その他の熱可塑性樹脂、特に、軟質塩化ビニル系樹脂がウエルダー加工性に優
れ取り扱いが良好なことから好ましい。
【００１６】
　前記カバー部材１９の裏面におけるカバー枠２０Ｌ，２０Ｒと当接する位置には、カバ
ー部材をカバー枠に係止するための複数の係止具１７が取り付けられている。この係止具
はカバーをカバー枠に摺動自在又は着脱自在に取り付けられる限りにおいて限定されない
が、例えば、熱可塑性樹脂製の割り環状係止具をカバーに熱融着しておいて、この割り環
状係止具の環中にカバー枠を押し込んで摺動自在又は／及び着脱自在に係止することがで
きる。割り環状係止具以外に布製紐やゴム紐等他これと同様に摺動自在又は／及び着脱自
在に係止することが可能な限りにおいて任意の手段を採用することが可能である。
【００１７】
　カバー部材１９の周端部には、例えば鳩目部材を設けこの鳩目部材に弾性紐を通し、或
いはカバーの周端部にまちを入れてこのまちを間に挟んで、コンテナ側壁部のフックに対
応する位置に弾性紐を設け、弾性紐をフックに掛けてカバーをコンテナ側壁部に係止する
。また、前記係止手段以外に同様な係止機能を有する限り任意の手段を採用することが可
能である。
【００１８】
　コンテナ上部を開口するには、予め開口する側の弾性紐をフックから外す。次に、カバ
ー枠の角部を持ち上げればカバー枠の係止軸とその対角線の先端に当たる角部のワイヤロ
ープが捻れコンテナの角部が三角形状に開口し、開口した状態でそのまま保持される（図
１参照）。また、何れか片側のカバー枠を反対のカバー枠側に倒せばコンテナの片側が開
口する（図２参照）。その状態でカバー部材を各カバー枠の先端側にたぐり寄せれば開口
部のほぼ全体に近い範囲を開口することができる（図３参照）。閉じるときは、カバー枠
を元に戻して弾性紐をコンテナ側壁のフックに係止すればよい。
【００１９】
　次に、図４及び５を参照して、カバー部材１９に導水管２４を設ける１例について説明
する。図５は図４に示す例においてカバー部材上に雨水が溜まってカバー部材の中央部が
垂下した状態における導水管の取付部近辺を示す拡大図である。一対のカバー枠に囲まれ
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たそれぞれのカバー部材の中央部近傍に貫通孔を設ける。この貫通孔に口部材２７の孔が
重なるように口部材２７の座部２７２をカバーの裏面側（下面側）にウエルダー等で溶着
して口部材２７をカバーに固定する。管部の外周部に凹凸状の係止部２７３が形成されて
おり、この管部２７１に導水管２４ａの一端を差し込むことにより着脱自在に嵌合し固定
される。次に両方の導水管２４ａ，２４ａの他端をそれぞれＹ字状の連結部材２６に連結
し、連結部材の残りの端部には他の導水管２４ｂを連結する。
【００２０】
　一方、コンテナの片側の側壁に側壁孔２５を穿設しこの側壁孔２５に導水管２４ｂを通
してコンテナ外部に導水管を導くように構成する。Ｙ字状の連結部材２６を用いないで導
水管２４ａ，２４ａを側壁孔２５から直接コンテナ外部に導水管を導くように構成しても
よい。導水管２４ａをカバー部材１９に取り付ける手段は前記に限定されず、例えば、前
記口部材２７の代わりに、水道用ホースの連結具をカバーの裏側の貫通孔の位置に配置し
てカバー部材の表側からカバー部材をリング状ネジで挟み込んで連結具と螺着し、該連結
具の他端部に導水管２４ａ，２４ａを連結してもよい（図示せず）。更に、前記カバー部
材の表面側から裏面側に雨水を排出する導水管とともに逆に裏面側から表面側に排出する
導水管を近設且つ併設してもよい（図示せず）。
【実施例】
【００２１】
　前記の実施の形態に基づき作成した実施例に係るシートカバーについて説明する。コン
テナは、開口部側の長さが約３．７ｍ、幅が約２ｍ、高さが約１．５ｍの鋼製の箱形コン
テナを用い、予め長手方向の対向する側壁の中間部に横桟部材を両側から挟むようにして
一対の軸止板を固定する。次に、鋼製ワイヤロープを硬質の２本の金属製パイプに通し、
２本の金属製パイプ同士が剥き出し部２８に相当する間隔をおいて対向する状態にして各
金属製パイプを直角に折り曲げてコの字状のカバー枠を形成する。この折り曲げたカバー
枠の両端部近傍に鋼製ワイヤロープの剥き出し部２８に相当する間隔をおいてワイヤロー
プの両端に鋼製のリング状カシメを固定する。このリング状のカシメに前記係止軸を通し
てカバー枠をボルトナットなどで回動自在に固定する。
【００２２】
　次に、柔軟防水性シートとして、ポリエステル生地の両面に軟質塩化ビニルシートを積
層した防水性シートを用いて、前記コンテナの開口部を全部覆うカバー部材を準備する。
カバー部材の周縁にはコンテナの側壁に取り付けられたフックと対応する位置に間隔をお
いて鳩目部材を設け又はまちを挟んで弾性紐を通しておく。更に、柔軟防水性シートの裏
側には硬質塩化ビニル系樹脂製の割り環状係止具をカバーに熱融着しておく。カバー枠に
柔軟防水性シートを摺動自在または着脱自在に係止し、弾性紐をフックに係止してシート
カバーのコンテナへのセットが完了する。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本発明は、前記の構成によって、廃棄物などを収納するコンテナの開口部を覆うシート
カバーに関しシートカバーを全部外すことなく必要なだけ部分的に投入口を容易に開閉で
き、且つ、雨水が溜まらないように改良することにより、収納物の飛散と雨水の浸入を防
止し、輸送料と廃棄物処理に要する費用の無駄が削減できる上、炭酸ガスの発生量の削減
にもなり、経済的にも極めて有用である。
【符号の説明】
【００２４】
　１：シートカバー、
１１：コンテナ、１２：開口部、１３，１３Ｆ，１３Ｂ，１３Ｌ，１３Ｒ：側壁、１３１
：側壁縁、１４：桟部材、１５，１５Ｆ，１５Ｂ：軸止板、１６，１６Ｆ，１６Ｂ：係止
軸、１７：係止具、１８：弾性紐、１９：カバー部材、２０，２０Ｌ，２０Ｒ：カバー枠
、２１：連結棒、２２：フック、２３：鳩目部材、２４，２４ａ，２４ｂ，：導水管、２
５：側壁孔、２６：連結具、２７：口部材、２８：剥き出し部
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