
JP 4897046 B2 2012.3.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　素早くセットアップ可能なキャノピーシェルタの構造体に設けられるコーナー補強材ア
ッセンブリであって、
　前記構造体は、脚と、上部と下部を有する脚と接続される周部トラスアッセンブリと、
前記脚に対してスライド可能に接続されるスライド部材と、を有し、前記周部トラスアッ
センブリは、前記脚に接続されるリンク部材のペアである第１外側トラスおよび第２外側
トラスを有し、前記第１、第２外側トラスのリンク部材のペアはそれぞれ、互いに回動自
在に接続された第１リンク部材と第２リンク部材を含んでおり、前記第１リンク部材の外
側端は前記脚の前記上部と回動自在に接続され、前記第２リンク部材の外側端は前記スラ
イド部材に対して回動自在に接続されており、
　前記コーナー補強材アッセンブリは、
　前記第２外側トラスの前記第１リンク部材にマウントされ、そこから伸びているコーナ
ー補強材マウントピンと、
　前記キャノピーシェルタの構造体のためのコーナー補強材と、
　を備え、
　前記コーナー補強材は、第１端と第２端を有する支持トラスチューブ部材を含み、
　前記支持トラスチューブ部材の前記第１端は、支持トラススイベルブラケットに対して
回動自在に接続されており、
　前記支持トラススイベルブラケットは、前記脚の一方側において、前記第１外側トラス
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の前記第１リンク部材の外側部分に回転可能に接続され、前記第１リンク部材に対して回
転運動できるようになっており、
　前記支持トラスチューブ部材の前記第２端は、前記脚の他方側において前記第２外側ト
ラスの前記第１リンク部材の外側部分に着脱可能に接続される支持トラス端接続部材を含
み、
　前記第１、第２外側トラスを互いに着脱可能に接続するために前記支持トラス端接続部
材は、前記コーナー補強材マウントピンを着脱可能に受けるスロットを含むことを特徴と
するコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項２】
　前記コーナー補強材マウントピンは、前記第２外側トラスからスペースを隔てた位置に
広がった頭部を有することを特徴とする請求項１に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項３】
　前記コーナー補強材の前記支持トラスチューブ部材は、前記キャノピーシェルタの前記
構造体の前記リンク部材のひとつにスナップ式に取り付け可能な支持トラスクリップを含
むことを特徴とする請求項１に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項４】
　リンク部材のペアである外側トラスの少なくともひとつは、リンク部材のペアである中
央トラスに接続されることを特徴とする請求項１に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項５】
　頂部梁部材を含むキャノピー構造体支持アッセンブリをさらに備え、前記頂部梁部材は
、内側端および前記脚に回動自在にマウントされる外側端を有し、前記シェルタを横切る
ように伸びることを特徴とする請求項１に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項６】
　前記頂部梁部材は、オーバーセンタースペーサを介して互いに回動可能に接続される内
側頂部梁チューブ部分および外側頂部梁チューブ部分を含むことを特徴とする請求項５に
記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項７】
　前記オーバーセンタースペーサは、ロック用フランジを含み、前記内側頂部梁チューブ
部分が、前記ロック用フランジに対して固定される展開ポジションまで前記オーバーセン
タースペーサを中心として回転可能となっていることを特徴とする請求項６に記載のコー
ナー補強材アッセンブリ。
【請求項８】
　前記頂部梁部材の前記内側端は、中央頂部ハブアッセンブリに対して回動可能に接続さ
れることを特徴とする請求項５に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項９】
　内側端と外側端を有する支持ストラット部材をさらに備え、前記外側端は前記頂部梁部
材の下において前記脚に回動可能にマウントされ、前記支持ストラット部材は前記スライ
ド部材に回動自在にマウントされることを特徴とする請求項５に記載のコーナー補強材ア
ッセンブリ。
【請求項１０】
　前記支持ストラット部材の前記内側端は、前記頂部梁部材を支持するために、前記頂部
梁部材に回動自在に接続される支持ブラケットを含むことを特徴とする請求項９に記載の
コーナー補強材アッセンブリ。
【請求項１１】
　素早くセットアップ可能なキャノピーシェルタの構造体に設けられるコーナー補強材ア
ッセンブリであって、
　前記構造体は、脚と、上部と下部を有する脚と接続される周部トラスアッセンブリと、
前記脚に対してスライド可能に接続されるスライド部材と、中央トラスペアと、有し、前
記周部トラスアッセンブリは、前記脚に接続されるリンク部材のペアである第１外側トラ
スおよび第２外側トラスを有し、リンク部材からなる前記中央トラスペアは、リンク部材
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のペアである外側トラスの少なくともひとつと接続されており、リンク部材からなる前記
中央トラスペアは、前記脚に対し、前記リンク部材のペアである前記外側トラスの少なく
ともひとつを介して間接的にのみ接続されており、前記第１、第２外側トラスのリンク部
材のペアはそれぞれ、互いに回動自在に接続された第１リンク部材と第２リンク部材を含
んでおり、前記第１リンク部材の外側端は前記脚の前記上部と回動自在に接続され、前記
第２リンク部材の外側端は前記スライド部材に対して回動自在に接続されており、
　前記コーナー補強材アッセンブリは、
　前記第２外側トラスの前記第１リンク部材にマウントされ、そこから伸びているコーナ
ー補強材マウントピンと、
　前記キャノピーシェルタの構造体のためのコーナー補強材と、
　を備え、
　前記コーナー補強材は、第１端と第２端を有する支持トラスチューブ部材を含み、
　前記支持トラスチューブ部材の前記第１端は、前記脚の一方側において前記第１リンク
部材に対する回転運動するように前記第１外側トラスの前記第１リンク部材の外側部分に
回転可能に接続される支持トラススイベルブラケットに対して回動自在に接続されており
、
　前記支持トラスチューブ部材の前記第２端は、前記脚の他方側において前記第２外側ト
ラスの前記第１リンク部材の外側部分に着脱可能に接続される支持トラス端接続部材を含
み、
　前記支持トラス端接続部材は、前記第１、第２外側トラスを着脱可能に接続するために
、前記コーナー補強材マウントピンを着脱可能に受けるためのスロットを含むことを特徴
とするコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項１２】
　前記コーナー補強材マウントピンは、前記第２外側トラスからスペースを隔てた位置に
広がった頭部を有することを特徴とする請求項１１に記載のコーナー補強材アッセンブリ
。
【請求項１３】
　前記コーナー補強材の前記支持トラスチューブ部材は、前記キャノピーシェルタの前記
構造体の前記リンク部材のひとつにスナップ式に取り付け可能な支持トラスクリップを含
むことを特徴とする請求項１１に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項１４】
　頂部梁部材を含むキャノピー構造体支持アッセンブリをさらに備え、前記頂部梁部材は
、内側端および前記脚に回動自在にマウントされる外側端を有し、前記シェルタを横切る
ように伸びることを特徴とする請求項１１に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項１５】
　前記頂部梁部材は、オーバーセンタースペーサを介して互いに回動可能に接続される内
側頂部梁チューブ部分および外側頂部梁チューブ部分を含むことを特徴とする請求項１４
に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項１６】
　前記オーバーセンタースペーサは、ロック用フランジを含み、前記内側頂部梁チューブ
部分が、前記ロック用フランジに対して固定される展開ポジションまで前記オーバーセン
タースペーサを中心として回転可能となっていることを特徴とする請求項１５に記載のコ
ーナー補強材アッセンブリ。
【請求項１７】
　前記頂部梁部材の前記内側端は、中央頂部ハブアッセンブリに対して回動可能に接続さ
れることを特徴とする請求項１４に記載のコーナー補強材アッセンブリ。
【請求項１８】
　内側端と外側端を有する支持ストラット部材をさらに備え、前記外側端は前記頂部梁部
材の下において前記脚に回動可能にマウントされ、前記支持ストラット部材は前記スライ
ド部材に回動自在にマウントされることを特徴とする請求項１４に記載のコーナー補強材
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アッセンブリ。
【請求項１９】
　前記支持ストラット部材の前記内側端は、前記頂部梁部材を支持するために、前記頂部
梁部材に回動自在に接続される支持ブラケットを含むことを特徴とする請求項１８に記載
のコーナー補強材アッセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折りたたみ（folding/collapsible）構造に関し、特に、キャノピーシェル
タ構造体（骨格）のコーナー補強材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　容易に移動可能であり、非常事態に素早くセットアップ可能な仮設シェルターは、一時
的ケア、仮設住宅の提供に有用である。このようなシェルタは、仮設的な指揮所や実地調
査をはじめとする非緊急時の野外集会のためにも有用である。素早く組み立て、分解可能
な公知のシェルタのひとつは、Ｘ型連結の構造体、伸縮可能な脚およびシェルタを覆うキ
ャノピー（天蓋）を含む。シェルタの脚は、収納状態の約２倍に伸ばすことができ、Ｘ型
トラスペアの構造体は、キャノピーを支持するために、複数の脚の間を水平方向に伸展可
能となっている。構造体は軽量な材料で構成され、伸縮可能な脚を伸ばすことによってシ
ェルタの構造体を持ち上げることができる。
【０００３】
　このような一時のシェルタの携帯性および多用途性を高めるためには、シェルタは軽量
であり、容易に移動するためにコンパクトに折りたたまれた構造において小さいのみでな
く、シェルタが展開され、人々がその下に集まった状態において、十分なヘッドルームが
確保される程度に大きいことが重要である。構造が大きくなり、軽量化するにしたがい、
強度、収容性能、組み立ておよび分解の容易性に寄与する補強機構の重要性がますます高
まってきている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年のテント構造のひとつは、軽量な屋根構造を備える。屋根構造は、ヘッドコネクタ
部材により中心においてたがいに連結された４本のルーフロッドを有し、２本のルーフロ
ッドは中間ピボット接続部材を介して接続されている。ルーフロッドはベース構造体の上
に支持され、このベース構造体は、４本の脚と、各脚の頂部固定コネクタおよび底部スラ
イドコネクタに接続されたハサミ型のリンク部材を有している。各ルーフロッドの間の各
中間ピボット接続部材は、ロッド部材の上方向への回転を、最上の上方向に弧を描いた位
置（アーチ位置；arching position）に制限するが、この中間ピボット接続部材によって
、テントを崩す際に、ルーフロッドを下方向に折りたたむことができるようになる。ルー
フ構造体のコーナーに配置される補強用連結ロッドは、その一端が脚の下側スライドコネ
クタに接続され、その他端がルーフロッドにスライド可能に接続されており、シェルタを
完全に展開した状態において、ルーフロッドが上方向のアーチ位置で安定化するのを補助
する。しかしながら、コーナー接続ロッドのスライド式の接続は、ルーフロッドのある程
度の長さにわたってスライドできる必要があるが、これはルーフロッドの摩耗の要因とな
り、最終的には構造体を組み立て、分解する際に連結ロッドのスライドと干渉することと
なり、シェルタが完全に組み立てられた状態において、十分な補強強度あるいはルーフ構
造体の垂直支持を提供できなくなる。
【０００５】
　持ち上げられたルーフ構造を有する軽量シェルタは、特に荒れた天候において集会を催
す際に有用であり、十分なヘッドルームを提供し、降水やごみを遮断することができるが
、持ち上げられたルーフ構造は、強風によってルーフ構造に与えられる下向きの力に対し
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て特に脆弱である。持ち上げられたルーフ構造を有する軽量シェルタを提供するひとつの
アプローチとして、ルーフ構造をフレキシブルに構成し、持ち上げられ上方向にアーチし
た状態と、下方向にアーチした状態の間で動くようにし、風による下向きの力が十分に強
い場合に、自動的に強風に対する断面積（profile）が自動的に小さくなるようにする方
法がある。しかしながら、脚に直接接続されておらず、脚に支持されていない周部トラス
構造の中央付近にクリアスパンを有するような折りたたみ可能なシェルタでは依然として
顕著な問題が残る。つまり、キャノピーの支持されていない辺上の強度を改善し、強風な
どの重負荷に起因して支持されていない辺が陥没するのを防止する必要がある。本発明は
、これらの、あるいはその他の要求に鑑みてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一般化して端的にいえば、本発明は、素早くセットアップ可能なキャノピーシェルタの
構造体のコーナー補強材に関する。コーナー補強材は、周部トラスアッセンブリ（Perlim
eter truss assembly）の部材、たとえば構造体の脚の間に接続されて、その周部トラス
構造体の中央付近にクリアスパンを有するような、脚によって直接指示されないキャノピ
ーシェルタに対して、改善された強度と安定性を提供する。
【０００７】
　素早くセットアップ可能なキャノピーシェルタの構造体に設けられるコーナー補強材ア
ッセンブリが提供される。構造体は、脚と、上部と下部を有する脚と接続される周部トラ
スアッセンブリと、脚に対してスライド可能に接続されるスライド部材を有する。周部ト
ラスアッセンブリは、脚に接続されるリンク部材のペアである第１外側トラスおよび第２
外側トラスを有し、第１、第２外側トラスのリンク部材のペアはそれぞれ、互いに回動自
在に接続された第１リンク部材と第２リンク部材を含んでおり、第１リンク部材の外側端
は脚の前記上部と回動自在に接続され、第２リンク部材の外側端はスライド部材に対して
回動自在に接続されている。コーナー補強材アッセンブリは、第２外側トラスの第１リン
ク部材にマウントされ、そこから伸びているコーナー補強材マウントピンと；キャノピー
シェルタの構造体のためのコーナー補強材と；を備える。好ましい態様において、コーナ
ー補強材マウントピンは、第２外側トラスからスペースを隔てた位置に広がった頭部を有
する。
【０００８】
　コーナー補強材は、支持トラススイベルブラケットに対して回動自在に接続された支持
トラスチューブ部材を含む。支持トラススイベルブラケットは、脚の一方側において、第
１外側トラスの第１リンク部材の外側部分に回転可能に接続され、第１リンク部材に対し
て回転運動できるようになっている。支持トラスチューブ部材の第２端は、脚の他方側に
おいて第２外側トラスの第１リンク部材の外側部分に着脱可能に接続される支持トラス端
接続部材を含む。第１、第２外側トラスを互いに着脱可能に接続するために、支持トラス
端接続部材は、コーナー補強材マウントピンを着脱可能に受けるスロットを含む。好まし
い態様において、リンク部材のペアである外側トラスの少なくともひとつは、リンク部材
のペアである中央トラスに接続される。別の好ましい態様において、支持トラスチューブ
部材は、キャノピーシェルタの構造体のリンク部材のひとつにスナップ式に取り付け可能
な支持トラスクリップを含む。
【０００９】
　別の好ましい態様において、キャノピーシェルタの構造体は、頂部梁部材を含むキャノ
ピー構造体支持アッセンブリをさらに備える。頂部梁部材は、内側端および脚に回動自在
にマウントされる外側端を有し、シェルタを横切るように伸びる。典型的には、頂部梁部
材は、オーバーセンタースペーサを介して互いに回動可能に接続される内側頂部梁チュー
ブ部分および外側頂部梁チューブ部分を含んでもよい。好ましい態様において、オーバー
センタースペーサは、ロック用フランジを含み、内側頂部梁チューブ部分が、ロック用フ
ランジに対して固定される展開ポジションまでオーバーセンタースペーサを中心として回
転可能となっていてもよい。別の好ましい態様において、頂部梁部材の内側端は、中央頂
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部ハブアッセンブリに対して回動可能に接続されてもよい。
【００１０】
　別の好ましい態様において、キャノピーシェルタの構造体は、内側端と外側端を有する
支持ストラット部材をさらに備えてもよい。外側端は頂部梁部材の下において脚に回動可
能にマウントされ、支持ストラット部材はスライド部材に回動自在にマウントされてもよ
い。
【００１１】
　本発明に係る、これらのあるいはその他の形態は、以下の詳細な説明および図面によっ
て明らかとなる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　荒れた天候において集会を催す際に有用な、持ち上げられたルーフ構造を有する軽量シ
ェルタが提供される。脚に直接接続されておらず、脚に支持されていない周部トラス構造
の中央付近に広いスパンを有するような折りたたみ可能なシェルタにおいては、強風によ
る重い負荷に起因する不安定さが顕著な問題となる。
【００１３】
　図面に示されるように、本発明によれば、素早くセットアップ可能なキャノピーシェル
タの構造体（framework）２２のためのコーナー補強材アッセンブリ２０が提供される。
図にはその一部のみが示されるが、本明細書の説明に組み入れられる米国特許５，４９０
，５３３号明細書に記載されるようなキャノピーシェルタは、キャノピーシェルタの脚に
接続されて、折りたたみ可能なシェルタを安定させ支えるための、周部トラス構造体（pe
rimeter truss framework）および中央トラス構造体（central truss framework）を備え
る。図１から４を参照すると、コーナー補強材アッセンブリは、上部２５および下部２６
を有する脚２４に接続される周部構造体を備える。キャノピーシェルタの構造体は、好ま
しくは４本の脚を備えるが、３本、５本あるいはさらに多くの脚を備えてもよい。スライ
ド部材２８は、典型的には脚に対して、具体的には脚の上部において、スライド可能にマ
ウントされる。構造体の複数の脚を互いに接続するリンク部材の展開可能な周部アッセン
ブリ（perimeter assembly）３０は、典型的には、ピボットポイント３６において回動自
在に接続されているリンク部材のペア３４の形状をなすＸ型の外側トラス３２を含む。リ
ンク部材のペアは、第１リンク部材３８および第２リンク部材４０を含む。第１リンク部
材は、脚の上部に回動自在に接続される外側端４２を有し、第２リンク部材はスライド部
材に対して回動自在に接続される外側端４４を有する。つまり米国特許５，４９０，５３
３号明細書に記載のように、第１、第２リンク部材はハサミ構造で接続されており、脚の
ペアの間に水平方向に伸びた第１の折りたたまれた位置から、脚のペアの間に水平方向に
伸びた第２の展開位置へと、展開することが可能となっている。
【００１４】
　図１から４に示されるように、キャノピーシェルタの構造体の少なくともひとつの辺４
６において、Ｘ型外側トラスは別のＸ型外側トラスに対して、それらの内側端４８におい
て接続されており、あるいは、隣接する脚と接続されている。また、構造体の中央におい
て広いクリアスパンを有するキャノピーシェルタの構造体の別の辺５０において、リンク
部材の展開可能な周部アッセンブリは、ひとつまたは複数のＸ型の中央トラス５２であっ
て、脚に対して直接接続されず、外側トラスによってのみ支持される中央トラス５２を備
えてもよい。中央トラスは、同様にリンク部材のペア５４によって形成されており、ピボ
ットポイント５６において回動可能に接続される第１リンク部材５８と第２リンク部材６
０を含んでいる。中央トラスの第１リンク部材は、隣接する外側トラスの第２リンク部材
の内側端と回動自在に接続される第１端６２を有する。また中央トラスの第２リンク部材
は、隣接する外側トラスの第１リンク部材の内側端と回動自在に接続される第１端６４を
有する。つまり米国特許５，４９０，５３３号明細書に記載のように、中央トラスはハサ
ミ構造を有しており、脚のペアの間に水平方向に伸びた第１の折りたたまれた位置から、
脚のペアの間に水平方向に伸びた第２の展開位置へと、展開することが可能となっている
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。中央トラスは、別の中央トラスに対して、それらの内側端６６において接続されてもよ
いし、あるいは別の外側トラスに対して接続されてもよい。
【００１５】
　図１から４に示すように、その中央において広いクリアスパン６９が形成される構造体
の辺に対して、追加的なサポートおよび補強を提供するために、本発明に係るコーナー補
強材アッセンブリは、第１端７２および第２端７４を有する支持トラスチューブ部材７０
を備える。図５から９を参照すると、支持トラスチューブ部材の第１端は、支持トラスス
イベルブラケットあるいはユニバーサルジョイント７６と回動自在に接続されている。ユ
ニバーサルジョイントは順に、脚の一方側８２上において、第１の外側トラス８０の第１
リンク部材の外側部分に、第１リンク部材に回転可能となるように接続されており、その
結果、支持トラスチューブ部材は、第１外側トラス８０の第１リンク部材に対して、旋回
相互運動と回転運動が可能となっている。
　支持トラスチューブ部材の第２端は、脚の他方側９０において第２外側トラス８８の第
１リンク部材の外側部分８６に着脱可能に接続される支持トラス端接続部材８４を含む。
図７、図８に示されるように、支持トラス端接続部材は、第１、第２外側トラスを着脱可
能に接続するために、ピンまたはボルト９４を着脱可能に受けるためのスロット（たとえ
ばＴ型スロット）９２を含む。ピン又はボルトは、第２外側トラスの第１リンク部材にマ
ウントされ、それから伸びている。ピン又はボルトは典型的には、第２外側トラスからス
ペースを隔てた位置において広がった頭部を有し、それにより支持トラスチューブ部材が
回転可能となっており、第２外側トラスの第１リンク部材上の伸びたピンの上で支持トラ
ス端接続部材のスロットをスライドさせ、脚の隣接する外側トラス同士を着脱可能に接続
できるようになっている。図３および図５、図６に示すように、コーナー補強材アッセン
ブリの支持トラスチューブ部材は状況に応じて、支持トラスクリップ９８を含んでもよい
。移動あるいは収納を目的として、支持トラス端接続部材が第２外側トラスの第１リンク
部材から取り外され、キャノピーシェルタの構造体を折りたたむ際に、支持トラスクリッ
プは、キャノピーシェルタの構造体のリンク部材のひとつにスナップ式に取り付けること
ができる。
【００１６】
　別の好ましい態様において、図１から図４、図１０から図１２に示されるように、キャ
ノピーシェルタの構造体は、キャノピーシェルタの構造体支持アッセンブリ１００は、頂
部梁部材１０２を含む。頂部梁部材１０２は、脚に回動自在にマウントされる外側端１０
４を有し、シェルタを横切るように伸びており、下げられたポジション（不図示）と、持
ち上げられて展開したポジションの間で可動となっている。図３および図４に示すように
、ポール部材のそれぞれは、典型的には内側頂部梁チューブ部分１０６と外側頂部梁チュ
ーブ部分１０８を有し、それらはオーバーセンタースペーサ１１０を介して回動可能に接
続される。オーバーセンタースペーサは好ましくは、ロック用フランジ１１２を備えてい
る。それによって内側頂部梁チューブ部分を、外側頂部梁チューブ部分に対して折りたた
まれたポジションから、図１０に示す展開されたポジションへと、オーバーセンタースペ
ーサを中心として回転させるとともに、ロック用フリンジを補強できるようになっている
。
【００１７】
　図３から図７、図１１に示すように、キャノピー構造体支持アッセンブリは、その外側
端１１６が頂部梁部材の下において脚に回動可能にマウントされた支持ストラット部材１
１４をさらに備えてもよい。好ましい態様において、支持ストラット部材はスライド部材
に回動自在にマウントされる。支持ストラット部材の内側端１１８は、頂部梁部材を上側
に持ち上げた状態で支持するために、頂部梁部材に回動自在に接続される支持ブラケット
１２０を含む。図１から図４、図１２に示すように、頂部梁部材の内側端１２２は、中央
頂部ハブアッセンブリ１２４に対して回動自在に接続され、中央頂部ハブアッセンブリ１
２４はキャノピーシェルタの構造体の他の複数の頂部梁部材に対して接続できるようにな
っている。キャノピーカバー（不図示）は、キャノピーシェルタの脚の頂部に保持される
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【００１８】
　具体的な実施の形態について図示し説明したが、上記の説明から、本発明の思想、範囲
を逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が可能であることが明らかである
。したがって本発明は、特許請求の範囲以外によって限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】キャノピーシェルタの構造体のコーナー部分の外側からの正面図であって、本発
明に係るコーナー補強材を示す図である。
【図２】図１のキャノピーシェルタの構造体の内側からの正面図である。
【図３】図１のキャノピーシェルタの構造体の上側平面図である。
【図４】図１のキャノピーシェルタの構造体の横からの正面図である。
【図５】図１のキャノピーシェルタの構造体の拡大された上外側からの斜視図である。
【図６】図１のキャノピーシェルタの構造体の拡大された下内側からの斜視図である。
【図７】図１のコーナー補強材の支持トラスチューブ部材のスイベルブラケットの拡大さ
れた斜視図である。
【図８】図１のコーナー補強材の支持トラスチューブ部材の支持トラス端接続部材の拡大
された斜視図である。
【図９】図１のコーナー補強材の支持トラスチューブ部材の支持トラス端接続部材の拡大
された下側斜視図である。
【図１０】図１のキャノピーシェルタの構造体のキャノピー構造体支持アッセンブリの頂
部梁部材のオーバーセンタースペーサの拡大された正面図である。
【図１１】図４のコーナー部分の拡大された横正面図である。
【図１２】図１のキャノピーシェルタの構造体の中央頂部ハブアッセンブリの拡大された
上側からの斜視図である。
【図１】 【図２】
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