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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠形状が直方体若しくは立方体に形成される本体フレームと、この本体フレームに着脱
自在に設けられる屋根幕部材とで構成される組立式テントであって、前記本体フレームは
、前記屋根幕部材を片流れ屋根状に張設する場合の屋根頂部を支持する片流れ屋根用頂部
支持桟杆と、前記屋根幕部材を切妻屋根状に張設する場合の屋根頂部を支持する切妻屋根
用頂部支持桟杆と、前記本体フレームに片流れ屋根状若しくは切妻屋根状に張設された屋
根幕部材の端部が係止される屋根幕端部係止桟杆とを備え、さらに前記本体フレームは、
床部材を着脱自在に敷設できるように構成されていることを特徴とする組立式テント。
【請求項２】
　前記本体フレームは、対向配置される一対の上部フレーム部の長手方向中央部間に前記
切妻屋根用頂部支持桟杆が架設され、前記一対の上部フレーム部の少なくとも一方の長手
方向端部間に前記片流れ屋根用頂部支持桟杆が架設されることを特徴とする請求項１記載
の組立式テント。
【請求項３】
　前記本体フレームは、対向配置される一対の上部フレーム部の長手方向中央部間に前記
切妻屋根用頂部支持桟杆が架設され、前記一対の上部フレーム部の長手方向両端部間に夫
々、前記片流れ屋根用頂部支持桟杆が架設されることを特徴とする請求項１記載の組立式
テント。
【請求項４】
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　前記本体フレームは、一対の前記屋根幕端部係止桟杆を備え、この一対の屋根幕端部係
止桟杆でこの本体フレームに張設する前記屋根幕部材の両端部を夫々係止するように構成
されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の組立式テント。
【請求項５】
　前記本体フレームは、この本体フレームに張設される屋根幕部材の側縁部が係止される
屋根幕側縁係止杆を備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の組立式
テント。
【請求項６】
　前記屋根幕部材の側縁部には、前記屋根幕側縁係止杆が挿通される係止杆挿通部が設け
られていることを特徴とする請求項５記載の組立式テント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組立式テント関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　屋外イベントなどに使用される組立式テントの多くは屋形テントである。この屋形テン
トの殆どは、例えば特許文献１に示すような、切妻屋根状に張設された屋根幕部材が複数
の支柱で支持される外観を呈するものとなっている。
【０００３】
　すなわち、従来の屋形テントは、外観が画一化されていて、また、この外観が画一化さ
れることでテント内の空間形状も固定化される（具体的には、中央側の天井が高く、端側
に行くに連れ天井高さが低くなる空間形状に固定される）ものとなっている。
【０００４】
　そのため、従来の屋形テントは、ビジュアル性に乏しく、また、レイアウトの自由度も
乏しいものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－１９６７５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、このような従来の屋形テントの現状に鑑みなされたもので、ビジュアル的要
素を含み、且つテント内の空間形状を変更することができ機能性に優れた組立式テントを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【０００８】
　枠形状が直方体若しくは立方体に形成される本体フレーム１と、この本体フレーム１に
着脱自在に設けられる屋根幕部材２とで構成される組立式テントであって、前記本体フレ
ーム１は、前記屋根幕部材２を片流れ屋根状に張設する場合の屋根頂部を支持する片流れ
屋根用頂部支持桟杆３と、前記屋根幕部材２を切妻屋根状に張設する場合の屋根頂部を支
持する切妻屋根用頂部支持桟杆４と、前記本体フレーム１に片流れ屋根状若しくは切妻屋
根状に張設された屋根幕部材２の端部が係止される屋根幕端部係止桟杆５とを備え、さら
に前記本体フレーム１は、床部材を着脱自在に敷設できるように構成されていることを特
徴とする組立式テントに係るものである。
【０００９】
　また、前記本体フレーム１は、対向配置される一対の上部フレーム部６の長手方向中央
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部間に前記切妻屋根用頂部支持桟杆４が架設され、前記一対の上部フレーム部６の少なく
とも一方の長手方向端部間に前記片流れ屋根用頂部支持桟杆３が架設されることを特徴と
する請求項１記載の組立式テントに係るものである。
【００１０】
　また、前記本体フレーム１は、対向配置される一対の上部フレーム部６の長手方向中央
部間に前記切妻屋根用頂部支持桟杆４が架設され、前記一対の上部フレーム部６の長手方
向両端部間に夫々、前記片流れ屋根用頂部支持桟杆３が架設されることを特徴とする請求
項１記載の組立式テントに係るものである。
【００１１】
　また、前記本体フレーム１は、一対の前記屋根幕端部係止桟杆５を備え、この一対の屋
根幕端部係止桟杆５でこの本体フレーム１に張設する前記屋根幕部材２の両端部を夫々係
止するように構成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の組立
式テントに係るものである。
【００１２】
　また、前記本体フレーム１は、この本体フレーム１に張設される屋根幕部材２の側縁部
が係止される屋根幕側縁係止杆７を備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項
に記載の組立式テントに係るものである。
【００１３】
　また、前記屋根幕部材２の側縁部には、前記屋根幕側縁係止杆７が挿通される係止杆挿
通部８が設けられていることを特徴とする請求項５記載の組立式テントに係るものである
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は上述のように構成したから、ビジュアル的要素を含み、且つテント内の空間形
状を変更することができ機能性に優れた組立式テントとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施例の本体フレームを片流れ屋根仕様に組み立てた状態を示す斜視図である
。
【図２】本実施例の本体フレームを切妻屋根仕様に組み立てた状態を示す斜視図である。
【図３】本実施例を片流れ屋根仕様に組み立てた状態を示す斜視図である。
【図４】本実施例を切妻屋根仕様に組み立てた状態を示す斜視図である。
【図５】本実施例を片流れ屋根仕様に組み立てた状態における屋根幕部材の張設状態を示
す説明図である。
【図６】本実施例を切妻屋根仕様に組み立てた状態における屋根幕部材の張設状態を示す
説明図である。
【図７】本実施例の屋根幕端部係止桟杆を示す説明側断面図である。
【図８】本実施例の屋根幕側縁係止杆及び係止杆挿通部を示す説明斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００１７】
　本発明は、本体フレーム１を組立て形成した後、屋根幕部材２を張設する組立式テント
であり、本体フレーム１に張設形成される屋根形状を、片流れ屋根と切妻屋根のいずれか
を選べる構成となっている。
【００１８】
　屋根形状を片流れ屋根にする場合は、本体フレーム１に設けられた片流れ屋根用頂部支
持桟杆３に屋根幕部材２を掛け回し、屋根幕部材２の端部を屋根幕端部係止桟杆５に係止
することで、この片流れ屋根用頂部支持桟杆３が片流れ屋根の頂部を支持して体裁のよい
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片流れ屋根のテントになる。
【００１９】
　また、屋根形状を切妻屋根にする場合は、本体フレーム１に設けられた切妻屋根用頂部
支持桟杆に屋根幕部材２を掛け回し、屋根幕部材２の端部を屋根幕端部係止桟杆５に係止
することで、この切妻屋根用頂部支持桟杆４が切妻屋根の頂部を支持して体裁のよい切妻
屋根のテントになる。
【００２０】
　また、本発明は、枠形状が直方体若しくは立方体に形成される本体フレーム１に、前述
のとおり、屋根幕部材２が片流れ屋根状または切妻屋根状に張設されるので、従来の屋形
テントとは異なる外観を呈するものとなる。
【００２１】
　すなわち、従来からある屋形テントの殆どは、本体フレームに屋根幕部材を切妻屋根状
に張設することで、本体フレームの上部はこの屋根幕部材で覆われ隠蔽状態になり、外観
上、切妻屋根状に張設された屋根幕部材とこれを支持する支柱しか見えないものとなるの
に対し、本発明は、図示するように、屋根幕部材２を片流れ屋根状に張設した場合は、本
体フレーム１の上部フレーム部６及び片流れ屋根用頂部支持桟杆３が露呈し、屋根幕部材
２を切妻屋根状に張設した場合は、本体フレーム１の上部フレーム部６及び切妻屋根用頂
部支持桟杆４が露呈することとなり、従って、本体フレーム１が殆ど屋根幕部材２で隠蔽
されず、本体フレーム１そのものが、そのまま露呈する外観を呈することとなり、従来の
テントとは全く異なる外観を呈するものとなる。
【００２２】
　本発明は、このような従来に無い外観を呈することで、例えば、イベント会場などで使
用することで、来場者の目を引き、注目されるものとなり、従来の屋形テントを使用した
他のブースに比べて、高い集客効果を発揮することができるものとなる。
【００２３】
　また、本発明は、使用者が屋根形状を片流れ屋根、切妻屋根のいずれかを選択すること
ができる構成であるから、言い換えると、屋根形状が片流れ屋根と切妻屋根とに変更自在
に構成されているから、この屋根形状の選択（変更）により、テント内の内部空間形状が
変化することとなり、これによりテント内に形成される空間形状が固定化されず、従って
、レイアウトの自由度が向上するものとなる。
【００２４】
　このように、本発明は、ビジュアル的、機能的に優れた従来にない作用効果を発揮する
画期的な組立式テントとなる。
【実施例】
【００２５】
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００２６】
　本実施例は、枠形状が直方体若しくは立方体に形成される本体フレーム１と、この本体
フレーム１に着脱自在に設けられる屋根幕部材２とで構成される組立式テントであり、詳
しくは、屋根幕部材２により形成されるテントの屋根形状を、片流れ屋根と切妻屋根のい
ずれかの形状に選択可能な屋根形状を変更できる組立式テントである。
【００２７】
　以下、本実施例に係る構成各部について詳述する。
【００２８】
　本実施例の本体フレーム１は、枠形状が立方体形状（本実施例では縦３ｍ×横３ｍの立
方体形状）に組立て形成され、屋根幕部材２を片流れ屋根状に張設する場合の屋根頂部を
支持する片流れ屋根用頂部支持桟杆３と、屋根幕部材２を切妻屋根状に張設する場合の屋
根頂部を支持する切妻屋根用頂部支持桟杆４と、この本体フレーム１に片流れ屋根状また
は切妻屋根状に張設された屋根幕部材２の端部が係止される屋根幕端部係止桟杆５とを備
える構成とされている。
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【００２９】
　具体的には、本実施例の本体フレーム１は、上部フレーム部６、支柱フレーム部９、下
部フレーム部10により方形状に組立て形成される一対のメインフレーム部11間に前述の片
流れ屋根用頂部支持桟杆３、切妻屋根用頂部支持桟杆４及び屋根幕端部係止桟杆５が架設
されてなる構成とされている。
【００３０】
　より具体的には、片流れ屋根用頂部支持桟杆３及び切妻屋根用頂部支持桟杆４は、夫々
、丸棒状に形成され、切妻屋根用頂部支持桟杆４は、対向配置される上部フレーム部６の
長手方向中央部間に架設され、また、片流れ屋根用頂部支持桟杆３は、上部フレーム部６
の長手方向両端部間に夫々架設されている。
【００３１】
　また、屋根幕端部係止桟杆５は、対向配置されるメインフレーム部11の支柱フレーム部
９間、具体的には、正面側と背面側に配置されるメインフレーム部11の夫々の右側支柱フ
レーム部９間及び左側支柱フレーム部９間に夫々架設されている。
【００３２】
　尚、本実施例の屋根幕端部係止桟杆５は、支柱フレーム部９に位置決め状態で設けられ
る構成とされているが、例えば支柱フレーム部９に位置調整自在に設けられる構成として
も良い。
【００３３】
　また、本実施例の本体フレーム１は、上述の桟杆のほか、片流れ屋根用頂部支持桟杆３
または切妻屋根用頂部支持桟杆４と共に屋根幕部材２を支持する屋根幕支持桟杆12と、本
体フレーム１においてメインフレーム部11同士の連結部材となると共に、この本体フレー
ム１に床部材（図示しない）を設置する際にこの床部材を支持する床部材支持桟杆13と、
本体フレーム１に張設される屋根幕部材２の側縁部が係止される屋根幕側縁係止杆７を備
える構成とされている。
【００３４】
　具体的には、屋根幕支持桟杆12は、本体フレーム１の左右両側に設けられた各片流れ屋
根用頂部支持桟杆３と屋根幕端部係止桟杆５との間に、これらと平行状態に架設されてい
る。
【００３５】
　また、この屋根幕支持桟杆12は、下方に位置する屋根幕端部係止桟杆５との間に架設さ
れる屋根幕支持桟杆支持部14により支持される構成とされている。すなわち、本実施例は
、屋根幕支持桟杆12を屋根幕支持桟杆支持部14で支持することで、本体フレーム１に張設
される屋根幕部材２からの応力によって屋根幕支持桟杆12が変形することを防止する構成
とされている。
【００３６】
　また、本実施例は、屋根幕側縁係止杆７として、片流れ屋根用屋根幕側縁係止杆７Ａと
切妻屋根用屋根幕側縁係止杆７Ｂとの二種類の屋根幕側縁係止杆７を備える構成とし、こ
の片流れ屋根用屋根幕側縁係止杆７Ａ及び切妻屋根用屋根幕側縁係止杆７Ｂは、本体フレ
ーム１に着脱交換自在に設けられる構成とされ、屋根形状を片流れ屋根仕様とする場合は
片流れ屋根用屋根幕側縁係止杆７Ａが設けられ、切妻屋根仕様とする場合は、切妻屋根用
屋根幕側縁係止杆７Ｂが設けられる構成とされている。
【００３７】
　具体的には、片流れ屋根用屋根幕側縁係止杆７Ａ及び切妻屋根用屋根幕側縁係止杆７Ｂ
は、いずれも一端が上部フレーム部６に設けられた上側係止部15に係止され、他端が支柱
フレーム部９に設けられた下側係止部16に係止される構成とされ、より具体的には、片流
れ屋根用屋根幕側縁係止杆７Ａは、上側端部が上部フレーム部６に設けられた片流れ屋根
用上側係止部15Ａに係止され、下側端部が支柱フレーム部９に設けられた下側係止部16に
係止される構成とされ、また、切妻屋根用屋根幕側縁係止杆７Ｂは、上側端部が上部フレ
ーム部６に設けられた切妻屋根用上側係止部15Ｂに係止され、下側端部が片流れ屋根用屋
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根幕側縁係止杆７Ａと共通の支柱フレーム部９に設けられた下側係止部16に係止される構
成とされている。
【００３８】
　また、本実施例は、上述した本体フレーム１に張設される屋根幕部材２として、片流れ
屋根用屋根幕部材２Ａと、切妻屋根用屋根幕部材２Ｂを備え、片流れ屋根仕様にする場合
は、片流れ屋根用屋根幕部材２Ａを用い、切妻屋根仕様にする場合は、切妻屋根用屋根幕
部材２Ｂを用いる構成とされている。
【００３９】
　具体的には、片流れ屋根用屋根幕部材２Ａ及び切妻屋根用屋根幕部材２Ｂは、夫々、長
手方向の各端縁に屋根幕係止部17が設けられていて、この屋根幕係止部17を本体フレーム
１の各屋根幕端部係止桟杆５に係止させて張設する構成とされている。
【００４０】
　より具体的には、屋根幕係止部17は、係止手段としてのボルト18を有する構成とされ、
本実施例は、このボルト18を屋根幕端部係止桟杆５に挿通しナット19で締付固定すること
で屋根幕端部を緊張状態にして屋根幕端部係止桟杆５に係止させることができる構成とさ
れている。
【００４１】
　また、片流れ屋根用屋根幕部材２Ａ及び切妻屋根用屋根幕部材２Ｂは、夫々、両側縁部
に本体フレーム１に設けられる屋根幕側縁係止杆７が挿通される係止杆挿通部８が設けら
れていて、この係止杆挿通部８に屋根幕側縁係止杆７（片流れ屋根用屋根幕側縁係止杆７
Ａ若しくは切妻屋根用屋根幕側縁係止杆７Ｂ）を挿通することで、屋根幕部材２の側縁部
が本体フレーム１に係止され、風などによる屋根幕部材２のバタつくが抑制されるように
構成されている。
【００４２】
　また更に、本実施例の屋根幕部材２は、両側縁部に夫々、水切り部20が設けられており
、この水切り部20は、凸条に形成され、屋根幕部材２の長手方向に沿って設けられる構成
とされている。すなわち、本実施例は、この水切り部20を屋根幕部材２に設けることで、
屋根幕部材２の側縁部から雨水が流出することを防止し、屋根傾斜に沿った所定方向に雨
水が流れ落ちるように構成されていて、これにより、出入り口に雨水が垂れ落ちず、出入
り口を出入りする人に雨水がかからないように構成されている。
【００４３】
　また、本実施例は、固定用重石部材（図示しない）を備えており、この固定用重石部材
を下部フレーム部10または床部材支持桟杆13を跨ぐように配置することで、より安定的に
設置される構成とされており、例えば、植栽ユニット（植栽された重量のある箱体）を固
定用重石部材として設置する構成としても良い。
【００４４】
　尚、本実施例では、本体フレーム１の向きを入れ替えなくても片流れ屋根の傾斜方向を
右傾斜、左傾斜にすることができるように片流れ屋根用頂部支持桟杆３が上部フレーム部
材６の両端部に夫々架設される構成とされているが、片流れ屋根用頂部支持桟杆３を上部
フレーム部材６の一方の端部だけに設けて、片流れ屋根の傾斜方向を本体フレーム１の向
きを入れ替えることで変更する構成としても良い。
【００４５】
　以上のように構成される本実施例の作用効果について以下に説明する。
【００４６】
　本実施例を屋根形状が片流れ屋根のテントにする場合は、屋根幕部材２として片流れ屋
根用屋根幕部材２Ａを用い、本体フレーム１に設けられる屋根幕端部係止桟杆５の一方に
片流れ屋根用屋根幕部材２Ａの端部に設けられた屋根幕係止部17のボルト18を挿通配設し
、この屋根幕端部係止桟杆５に挿通したボルト18をナット19で締付固定して、片流れ屋根
用屋根幕部材２Ａの一端を本体フレーム１（屋根幕端部係止桟杆５）に固定する。
【００４７】
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　そして、この片流れ屋根用屋根幕部材２Ａの一端を固定した屋根幕端部係止桟杆５の上
方に位置する片流れ屋根用頂部支持桟杆３に片流れ屋根用屋根幕部材２Ａを掛け回し、更
に反対側に位置する屋根幕支持桟杆12に掛け回した後、この屋根幕支持桟杆12の下方に位
置するもう一方の屋根幕端部係止桟杆５に、もう一方の端部を同様にボルト18、ナット19
で締付固定して係止固定する。
【００４８】
　最後に、この本体フレーム１に張設した片流れ屋根用屋根幕部材２Ａの両側縁部に設け
られる各係止杆挿通部８に夫々片流れ屋根用屋根幕側縁係止杆７Ａを挿通し、この係止杆
挿通部８から突出する上側端部を本体フレーム１の上部フレーム部６に設けられた片流れ
屋根用上側係止部15Ａに係止させ、下側端部を支柱フレーム部９に設けられた下側係止部
16に係止させることで体裁のよい片流れ屋根仕様のテントになる。
【００４９】
　また、片流れ屋根用屋根幕部材２Ａの緊張状態は、片流れ屋根用屋根幕部材２Ａの端部
に設けられた屋根幕係止部17のボルト18の締付具合で調節することが可能であり、ボルト
18、ナット19の締付を強固にすることで片流れ屋根用屋根幕部材２Ａを緊張し、ボルト18
、ナット19を緩めることで片流れ屋根用屋根幕部材２Ａの緊張状態をゆるめることができ
る。
【００５０】
　また、本実施例を屋根形状が切妻屋根のテントにする場合は、屋根幕部材２として切妻
屋根用屋根幕部材２Ｂを用い、本体フレーム１に設けられる屋根幕端部係止桟杆５の一方
に切妻屋根用屋根幕部材２Ｂの端部に設けられた屋根幕係止部17のボルト18を挿通配設し
、この屋根幕端部係止桟杆５に挿通したボルト18をナット19で締付固定して、切妻屋根用
屋根幕部材２Ｂの一端を本体フレーム１（屋根幕端部係止桟杆５）に固定する。
【００５１】
　そして、この切妻屋根用屋根幕部材２Ｂの一端を固定した屋根幕端部係止桟杆５の上方
に位置する屋根幕支持桟杆12に切妻屋根用屋根幕部材２Ｂを掛け回し、更に本体フレーム
１の上部中央に配される切妻屋根用頂部支持桟杆４に掛け回してから反対側に位置するも
う一方の屋根幕支持桟杆12に掛け回した後、この屋根幕支持桟杆12の下方に位置するもう
一方の屋根幕端部係止桟杆５に、切妻屋根用屋根幕部材２Ｂのもう一方の端部を同様にボ
ルト18、ナット19で締付固定して係止固定する。
【００５２】
　最後に、この本体フレーム１に張設した切妻屋根用屋根幕部材２Ｂの両側縁部に設けら
れる各係止杆挿通部８に夫々切妻屋根用屋根幕側縁係止杆７Ｂを挿通し、この係止杆挿通
部８から突出する上側端部を本体フレーム１の上部フレーム部６に設けられた切妻屋根用
上側係止部15Ｂに係止させ、下側端部を支柱フレーム部９に設けられた下側係止部16に係
止させることで体裁のよい切妻屋根仕様のテントになる。
【００５３】
　また、このように組み立てられる本実施例は、枠形状が直方体若しくは立方体に形成さ
れる本体フレーム１に、屋根幕部材２が片流れ屋根状または切妻屋根状に張設されるので
、従来の屋形テントとは異なる外観を呈するものとなる。
【００５４】
　すなわち、従来からある屋形テントの殆どは、本体フレームに屋根幕部材を切妻屋根状
に張設することで、本体フレームの上部はこの屋根幕部材で覆われ隠蔽状態になり、外観
上、切妻屋根状に張設された屋根幕部材とこれを支持する支柱しか見えないものとなるの
に対し、本実施例は、図示するように、屋根幕部材２を片流れ屋根状に張設した場合は、
本体フレーム１の上部フレーム部６及び片流れ屋根用頂部支持桟杆３が露呈し、屋根幕部
材２を切妻屋根状に張設した場合は、本体フレーム１の上部フレーム部６及び切妻屋根用
頂部支持桟杆４が露呈することとなり、従って、本体フレーム１が殆ど屋根幕部材２で隠
蔽されず、本体フレーム１そのものが、そのまま露呈する外観を呈することとなり、従来
のテントとは全く異なる外観を呈するものとなり、このような従来に無い外観を呈するこ
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とで、例えば、本実施例をイベント会場などで使用することで、来場者の目を引き、注目
されるものとなり、従来の屋形テントを使用した他のブースに比べて、高い集客効果を発
揮することができるものとなる。
【００５５】
　また、本実施例は、前述のとおり、使用者が屋根形状を片流れ屋根、切妻屋根のいずれ
かを選択することができる構成であるから、この屋根形状の選択（変更）により、テント
内の内部空間形状を変更することができ、これによりテント内に形成される空間形状が固
定化されず、レイアウトの自由度が向上するものとなる。
【００５６】
　このように、本実施例は、ビジュアル的、機能的に優れた従来にない作用効果を発揮す
る画期的な組立式テントとなる。
【００５７】
　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【符号の説明】
【００５８】
　１　本体フレーム
　２　屋根幕部材
　３　片流れ屋根用頂部支持桟杆
　４　切妻屋根用頂部支持桟杆
　５　屋根幕端部係止桟杆
　６　上部フレーム部
　７　屋根幕側縁係止杆
　８　係止杆挿通部

【図１】 【図２】
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