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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物組立て用の複数種類のモジュール式構造コンポーネントを含むシステムであって
、各構造コンポーネントが複数の構造エレメントの少なくとも１つを有し、構造エレメン
トが、
　弦材を備え、各弦材は
　　中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定されるほぼ四角の断面と４つの
内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、
　　各外側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各Ｔ
形溝構造が、内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝が前記Ｔ形溝構造の外面から内側に延びる軸溝
を含み、前記軸溝がその内端で該軸溝に直角に延びる横溝と接続している、Ｔ形溝構造と
を有し、各Ｔ形溝構造が、弦材の外側主要面から平行に外側に延びる２つの平行な溝側壁
と、前記溝側壁の外側縁部から内側に延び、前記外側主要面と平行な２つの溝正面壁とに
よって規定され、さらに前記構造エレメントが、
　形成帯を備え、各形成帯が、
　　複数の帯セグメントから形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、前記形成帯の各
帯セグメントが隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く帯板を備え、前記形成帯の
前記帯セグメントが連続して、
　　２つの隣接する主要壁とＴ形溝構造の隣接する側壁とによって形成された対応する弦
材支持面と係合するための支持面を形成するＷ形状断面を形成する前記形成帯のコーナー
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領域と、
　　前記Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合するための支持面を形成
する前記形成帯の面領域と、
　　前記形成帯を固定するために前記形成帯の該面領域の縁部から外側に延びる前記形成
帯の取り付け領域と、に形成された、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムのモジュール式構造コンポーネントの構造エレメントであっ
て、前記構造コンポーネントは、
　直線弦材であって、該直線弦材が他の構造コンポーネントに取り付けられるよう弦材の
端部近くで弦材を通って延びる複数のボルト穴を有するほぼ垂直に配向された単一の弦材
である、直線弦材、
　母屋であって、補強エレメントによって相互接続された平行な構造エレメントを含むほ
ぼ水平に配向された構造コンポーネントであり、該母屋を他の構造コンポーネントに取付
けるために、母屋の各端部に配置された接続エレメントを有する、母屋、
　トラスであって、補強部材によって相互接続された平行な構造エレメントを含むほぼ水
平に配向された構造補強コンポーネントであり、該トラスを他の構造コンポーネントに取
付けるために、トラスの各端部に配置された接続エレメントを有する、トラス、
　火打であって、水平に所定角度に配向された構造補強コンポーネントであり、補強部材
によって相互接続された平行な構造エレメントを含み、該火打を他の構造コンポーネント
に取付けるために、火打の各端部に配置された接続エレメントを有する、火打、
　ブラケットであって、２つの構造コンポーネント間に所定の角度で取付けるための補強
部材であり、該ブラケットを他の構造コンポーネントに取付けるために補強エレメントの
各端部に配置された接続エレメントを有する、ブラケット、
　屋根部材であって、屋根構造の標準断面を形成するために配置された構造エレメントを
含む構造コンポーネントであり、該屋根部材を他の構造コンポーネントに取付けるための
少なくとも１つの接続エレメントを有する屋根部材、
　のうちの少なくとも１つを含む、構造エレメント。
【請求項３】
　構造物組立て用の複数種類のモジュール式構造コンポーネントを含むシステムであって
、各構造コンポーネントが複数の構造エレメントの少なくとも１つを有し、構造エレメン
トが、
　弦材を備え、各弦材は
　　中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定されるほぼ四角の断面と４つの
内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、
　　各外側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各Ｔ
形溝構造が、ボルト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝が前
記Ｔ形溝構造の外面から内側に延びる軸溝を含み、前記軸溝がその内端で該軸溝に直角に
延びる横溝と接続している、Ｔ形溝構造とを有し、さらに構造エレメントが、
　形成帯を備え、各形成帯が、
　　複数の帯セグメントから形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、前記形成帯の各
帯セグメントが隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く帯板を備え、前記形成帯の
前記帯セグメントが連続して、
　　２つの隣接する主要壁とＴ形溝構造の隣接する側壁とによって形成された対応する弦
材支持面と係合するための支持面を形成するＷ形状断面を形成する前記形成帯のコーナー
領域と、
　　Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合するための支持面を形成する
前記形成帯の面領域と、
　　形成帯を固定するために前記形成帯の該面領域の縁部から外側に延びる前記形成帯の
取り付け領域と、に形成され、前記構造エレメントが、
　少なくとも１つの取り付けエレメントを備え、各取付けエレメントが、他の構造コンポ
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ーネントの弦材と係合する構造コンポーネントに永久的に取付けられた前記形成帯のセグ
メントであり、該取り付けエレメントを他の構造コンポーネントに取付けるために配置さ
れた少なくとも１つのボルト穴を有し、
　前記構造コンポーネントが、
　　直線弦材であって、該直線弦材が他の構造コンポーネントに取り付けられるよう弦材
の端部近くで弦材を通って延びる複数のボルト穴を有するほぼ垂直に配向された単一の弦
材である、直線弦材、
　　母屋であって、補強エレメントによって相互接続された平行な構造エレメントを含む
ほぼ水平に配向された構造コンポーネントであり、該母屋を他の構造コンポーネントに取
付けるために、母屋の各端部に配置された接続エレメントを有する、母屋、
　　トラスであって、補強部材によって相互接続された平行な構造エレメントを含むほぼ
水平に配向された構造補強コンポーネントであり、該トラスを他の構造コンポーネントに
取付けるために、トラスの各端部に配置された接続エレメントを有する、トラス、
　　火打であって、水平に所定角度に配向された構造補強コンポーネントであり、補強部
材によって相互接続された平行な構造エレメントを含み、該火打を他の構造コンポーネン
トに取付けるために、火打の各端部に配置された接続エレメントを有する、火打、
　　ブラケットであって、２つの構造コンポーネント間に所定の角度で取付けるための補
強部材であり、該ブラケットを他の構造コンポーネントに取付けるために補強エレメント
の各端部に配置された接続エレメントを有する、ブラケット、
　　屋根部材であって、屋根構造の標準断面を形成するために配置された構造エレメント
を含む構造コンポーネントであり、該屋根部材を他の構造コンポーネントに取付けるため
の少なくとも１つの接続エレメントを有する屋根部材、
　のうちの少なくとも１つを含む、システム。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムのモジュール式構造コンポーネントの構造エレメントであって
、前記構造コンポーネントはさらに、
　スタブを備え、該スタブは、前記弦材の前記ボアに滑りばめする寸法の四角断面の管の
セグメントであり、前記弦材の前記ボアに該スタブを接続するためのボルト型の締め具を
受け入れるための少なくとも１つの横方向のボルト穴を有する、構造エレメント。
【請求項５】
　構造物組立て用の複数種類のモジュール式構造コンポーネントを含むシステムであって
、各構造コンポーネントが複数の構造エレメントの少なくとも１つを有し、構造エレメン
トが、
　弦材を備え、各弦材は
　　中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定されるほぼ四角の断面と４つの
内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、
　　各外側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各Ｔ
形溝構造が、ボルト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝が前
記Ｔ形溝構造の外面から内側に延びる軸溝を含み、前記軸溝がその内端で該軸溝に直角に
延びる横溝と接続している、Ｔ形溝構造とを有し、さらに構造エレメントが、
　形成帯を備え、各形成帯が、
　　複数の帯セグメントから形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、前記形成帯の各
帯セグメントが隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く帯板を備え、前記形成帯の
前記帯セグメントが連続して、
　　２つの隣接する主要壁とＴ形溝構造の隣接する側壁とによって形成された対応する弦
材支持面と係合するための支持面を形成するＷ形状断面を形成する前記形成帯のコーナー
領域と、
　　Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合するための支持面を形成する
前記形成帯の面領域と、
　　形成帯を固定するために前記形成帯の該面領域の縁部から外側に延びる前記形成帯の
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取り付け領域と、に形成され、前記構造エレメントが、
　形成帯を備え、前記形成帯が、さらに、前記弦材の前記Ｔ形溝構造と係合するＴ形ボル
トと前記弦材を通って横方向に延在するボルト穴と係合する六角ボルトとの少なくとも１
つによって前記弦材に形成帯を取付けるためのボルト型締め具を受け入れる少なくとも１
つのボルト穴を有し、少なくとも１つのボルト穴が、前記弦材の対向する前記Ｔ形構造の
軸溝及び横溝を通って延びる、システム。
【請求項６】
　請求項２記載のモジュール式構造コンポーネントの構造エレメントであって、構造コン
ポーネントの少なくとも選択された１つが、選択された構造コンポーネントの構造エレメ
ントの端部近くに配置されたボルト穴を含み、該ボルト穴が、他の構造コンポーネントを
選択された構造コンポーネントに取付けるために、選択された構造コンポーネントに沿っ
て間をあけて配置された、構造エレメント。
【請求項７】
　請求項２記載のモジュール式構造コンポーネントの構造エレメントであって、各構造コ
ンポーネントが１つの構造コンポーネントを他の構造コンポーネントに接続するためのボ
ルト型コネクタを受け入れる少なくとも1つのボルト穴を含む構造エレメント。
【請求項８】
　請求項７記載のシステムのモジュール式構造コンポーネントの構造エレメントであって
、前記ボルト型コネクタが、標準の六角ボルト及びＴ形ボルトの少なくとも１つを含み、
　前記Ｔ形ボルトが、横溝の幅よりも大きく軸溝の幅よりも狭い矩形の頭部を有し、それ
により
　前記Ｔ形ボルトの頭部が前記Ｔ形溝の長手軸に整列したとき、前記Ｔ形ボルトの頭部は
前記軸溝を通って前記Ｔ形溝の横溝に入ることができ、頭部が回転して前記Ｔ形溝の長手
軸に横方向に配向したとき前記横溝に保持される構造エレメント。
【請求項９】
　請求項８記載のモジュール式構造コンポーネントの構造エレメントであって、
　前記Ｔ形溝の少なくとも１つの内面が、前記Ｔ形ボルトからの引っ張り及びねじりの力
からくる圧縮力を支持する支持面であり、各横溝の最も内側の面によって規定される各面
が前記弦材の対応する外側主要面に関して、前記弦材の中心軸方向に向かって内側に、オ
フセットしていて、それにより、各前記横溝の内面と前記弦材の対応する外側主要面とに
よって規定される面の間に、対角に測定した場合、厚みが増大した主要壁厚みを形成する
構造エレメント。
【請求項１０】
構造物組立て用の複数種類のモジュール式構造コンポーネントを含むシステムであって、
各構造コンポーネントが複数の構造エレメントの少なくとも１つを有し、構造エレメント
が、
　弦材を備え、各弦材は
　　中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定されるほぼ四角の断面と４つの
内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、
　　各外側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各Ｔ
形溝構造が、ボルト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝がＴ
形溝構造の外面から内側に延びる軸溝を含み、前記軸溝がその内端で該軸溝に直角に延び
る横溝と接続している、Ｔ形溝構造とを有し、さらに構造エレメントが、
　形成帯を備え、各形成帯が、
　　複数の帯セグメントから形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、前記形成帯の各
帯セグメントが隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く帯板を備え、前記形成帯の
前記帯セグメントが連続して、
　　２つの隣接する主要壁とＴ形溝構造の隣接する側壁とによって形成された対応する弦
材支持面と係合するための支持面を形成するＷ形状断面を形成する前記形成帯のコーナー
領域と、
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　　Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合するための支持面を形成する
前記形成帯の面領域と、
　　前記形成帯を固定するために前記形成帯の該面領域の縁部から外側に延びる前記形成
帯の取り付け領域と、に形成され、
　前記弦材及び前記形成帯の支持面が相互に係合し、最大で４つの前記形成帯が、前記弦
材に沿った与えられた位置で係合し、各形成帯が前記弦材の４つの外側主要面の対応する
１つと係合するシステム。
【請求項１１】
　構造物組立て用のモジュール式構造コンポーネントを含むシステムにおける、第一の構
造コンポーネントを第二の構造コンポーネントに構造的に取付けるための接続構造であっ
て、
　第一及び第二の構造コンポーネントの一方と永久的に一体化したエレメントを形成する
弦材のセグメントを備え、
　　弦材が、
　　中心のボアを取り囲む４つの主要壁によって規定されたほぼ四角形の断面と４つの内
側主要面と4つの外側主要面とを有するほぼ長尺な本体と、
　　　各外側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各
Ｔ形溝構造が、ボルト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝が
Ｔ形溝構造の外面から内側に延びる軸溝を含み、前記軸溝が、該軸溝の内端で軸溝に直角
に延びる横溝と接続している、Ｔ形溝構造とを備え、
　第一及び第二の構造コンポーネントの他方と永久的に一体化したエレメントを形成する
形成帯のセグメントを備え、
　　形成帯は、
　　　複数の帯セグメントに形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、各帯セグメント
が隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く帯板を備え、前記形成帯の前記帯セグメ
ントが連続して、
　　　２つの隣接する主要壁と前記Ｔ形溝構造の隣接する側壁とによって形成された対応
する弦材支持面と係合するための支持面を形成するＷ形状断面を形成する前記形成帯のコ
ーナー領域と、
　　　前記Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合するための支持面を形
成する前記形成帯の面領域と、
　　　前記形成帯を固定するために前記形成帯の該面領域の縁部から外側に延びる前記形
成帯の取り付け領域と、に形成され、
　前記形成帯の正面領域に配置され、前記弦材の前記Ｔ形溝構造と係合するＴ形ボルト及
び前記弦材を通って横方向に延在するボルト穴と係合する六角ボルトの少なくとも１つに
よって前記弦材に前記形成帯を取付けるためのボルト型締め具を受け入れる少なくとも１
つのボルト穴を有する、接続構造。
【請求項１２】
　請求項１１記載の接続構造であって、
　各Ｔ形溝構造が、前記弦材の外側主要面から平行に外側に延びる２つの平行な溝側壁と
、
　溝側壁の外側縁部から内側に延び、外側主要面と平行な２つの溝正面壁とによって規定
される、接続構造。
【請求項１３】
　請求項１１記載の接続構造であって、
　前記弦材及び前記形成帯の支持面が相互に係合し、４つの前記形成帯が前記弦材に沿っ
た与えられた位置で係合し、各形成帯が前記弦材の４つの外側主要面の対応する１つと係
合する接続構造。
【請求項１４】
　構造物組み立て用の複数種類のモジュール式構造コンポーネントを含み、各構造コンポ
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ーネントが複数の構造エレメントの少なくとも１つを含むシステムにおける、地面に沿っ
て構造物の内と外に流動性材料の入出を防止する囲いコンポーネントであって、前記囲い
コンポーネントが、
　地面に沿って配置可能で構造物の壁に平行なシーリング防壁であって、地面にシールさ
れた防壁を形成し、地面に沿って且つシーリング防壁の下に流動性材料の流れを防止する
シーリング防壁を備え、
　前記シーリング防壁は、
　　流動性材料の流路に対して防壁を形成する剛性防壁と、
　　前記剛性防壁の下面に設けられ、前記剛性防壁と地面との間にシールを形成し、剛性
防壁下における流動性材料の流れを防止するシーラーとを備え、
　前記壁の下部に密封防壁を調節可能に取付けるための囲いブラケットを備え、
　前記囲いブラケットは、
　　地面に関してシーリング防壁の支持及び垂直位置決めのための調整可能なブラケット
を備え、該ブラケットは、
　　　剛性防壁を取り付けるために下端に防壁ブラケットを有する調整可能な支持部と、
　　　調整可能な取付部であって、前記調整可能な支持部の上端を受け入れ、該調整可能
な取付部から前記調整可能な支持部の下方への伸張を調整可能に決定するための調節可能
な取付部と、
　前記壁の下部に前記調整可能なブラケットを取付けるための壁から下方及び外側に延在
する取付ブラケットを備え、該ブラケットは、
　　　前記壁から下方及び外側に延在する主要支持部と、
　　　前記壁の構造エレメントに前記主要支持部を取付けるための取付コネクタと、
　　　前記主要支持部から下方に延在し、取付板に関して、２つの選択的な垂直位置のい
ずれかに調整可能な取付部を支持するための脱離可能な接続部を有する該取付板を備えた
、囲いコンポーネント。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の囲いコンポーネントであって、
　前記取付ブラケットの前記取付コネクタは、前記壁の構造エレメントを形成する前記弦
材と係合する形成帯であり、
　前記取付ブラケットの前記取付板は形成帯であり、
　前記調整可能なブラケットの前記調整可能な支持部及び前記調整可能な取付部は、取付
ブラケット形成帯と係合し、Ｔ形ボルトによって調整可能に接続された、囲いコンポーネ
ント。
【請求項１６】
　構造物組立て用の複数種類のモジュール式構造コンポーネントを含むシステムであって
、各構造コンポーネントが複数の構造エレメントの少なくとも１つを有し、構造エレメン
トが、
　弦材を備え、各弦材は
　　中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定されるほぼ四角の断面と４つの
内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、
　　各外側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各Ｔ
形溝構造が、ボルト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝が前
記Ｔ形溝構造の外面から内側に延びる軸溝を含み、前記軸溝がその内端で該軸溝に直角に
延びる横溝と接続している、Ｔ形溝構造とを有し、さらに前記構造エレメントが、
　形成帯を備え、各形成帯が、
　　複数の帯セグメントから形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、前記形成帯の各
帯セグメントが隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く帯板を備え、前記形成帯の
前記帯セグメントが連続して、
　　２つの隣接する主要壁と前記Ｔ形溝構造の隣接する側壁とによって形成された対応す
る弦材支持面と係合するための支持面を形成するＷ形状断面を形成する前記形成帯のコー
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ナー領域と、
　　前記Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合するための支持面を形成
する前記形成帯の面領域と、
　　前記形成帯を固定するために前記形成帯の該面領域の縁部から外側に延びる前記形成
帯の取り付け領域と、に形成され、前記構造エレメントが、
　囲いコンポーネントを備え、前記囲いコンポーネントが、
　　地面に沿って配置可能で構造物の壁に平行なシーリング防壁であって、地面にシール
された防壁を形成し、地面に沿って且つシーリング防壁の下に流動性材料の流れを防止す
るシーリング防壁を備え、
　　前記シーリング防壁は、
　　　流動性材料の流路に対して防壁を形成する剛性防壁と、
　　　前記剛性防壁の下面に設けられ、剛性防壁と地面との間にシールを形成し、剛性防
壁下における流動性材料の流れを防止するシーラーとを備え、
　　前記壁の下部に密封防壁を調節可能に取付けるための囲いブラケットを備え、
　　　前記囲いブラケットは、
　　地面に関して前記シーリング防壁の支持及び垂直位置決めのための調整可能なブラケ
ットを備え、該ブラケットは、
　　　前記剛性防壁を取り付けるために下端に防壁ブラケットを有する調整可能な支持部
と、
　　　調整可能な取付部であって、前記調整可能な支持部の上端を受け入れ、該調整可能
な取付部から前記調整可能な支持部の下方への伸張を調整可能に決定するための調節可能
な取付部と、
　前記壁の下部に調整可能なブラケットを取付けるための壁から下方及び外側に延在する
取付ブラケットを備え、該ブラケットは、
　　　前記壁から下方及び外側に延在する主要支持部と、
　　　前記壁の構造エレメントに前記主要支持部を取付けるための取付コネクタと、
　　　前記主要支持部から下方に延在し、取付板に関して、２つの選択的な垂直位置のい
ずれかに調整可能な取付部を支持するための脱離可能な接続部を有する該取付板を備えた
、システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のシステムであって、
　前記取付ブラケットの前記取付コネクタは、前記壁の構造エレメントを形成する弦材と
係合する形成帯であり、
　前記取付ブラケットの前記取付板は形成帯であり、
　前記調整可能なブラケットの前記調整可能な支持部及び前記調整可能な取付部は、取付
ブラケット形成帯と係合し、Ｔ形ボルトによって調整可能に接続された、システム。
【請求項１８】
　複数種類のモジュール式構造コンポーネントからモジュール式構造を組み立てる方法で
あって、
　第一構造コンポーネントの永久一体エレメントを形成する形成帯セグメントと第二構造
コンポーネントの永久一体エレメントを形成する弦材セグメントとを係合し、
　第一構造コンポーネントの形成帯セグメントの正面領域に位置する少なくとも１つのボ
ルト穴にボルト型締め具を挿入し、該ボルト型締め具を第二構造コンポーネントの弦材セ
グメントに係合させ、前記ボルト型締め具は弦材セグメントのＴ形溝構造と係合するＴ形
ボルト及び弦材セグメントを横方向に通って延在するボルト穴に係合する六角ボルトのう
ちの１つであり、
　前記ボルト型締め具を調整して、形成帯セグメントを弦材セグメントと係合するように
し、
　前記弦材セグメントは、
　　中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定されたほぼ四角形断面と４つの
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内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、
　　各外側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各Ｔ
形溝構造が、ボルト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝がＴ
形溝構造の外面から内側に延びる軸溝を含み、前記軸溝が、その内端で該軸溝に直角に延
びる横溝と接続しているＴ形溝構造と、を有し、さらに前記構造エレメントが、
　形成帯セグメントを備え、各形成帯セグメントが、
　　複数の帯セグメントに形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、各帯セグメントが
隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く帯板を備え、前記形成帯の前記帯セグメン
トが連続して、
　　２つの隣接する主要壁と前記Ｔ形溝構造の隣接する側壁とによって形成された対応す
る弦材支持面と係合するための支持面を形成するＷ形状断面を形成する前記形成帯のコー
ナー領域と、
　　前記Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合するための支持面を形成
する前記形成帯の面領域と、
　　前記形成帯を固定するために前記形成帯の該面領域の縁部から外側に延びる前記形成
帯の取り付け領域と、に形成され、
　　前記形成帯の面領域に位置する少なくとも１つのボルト穴を有し、
　　前記弦材セグメントの支持面及び前記形成帯セグメントの支持面は、相互に係合形状
を形成し、４つの前記形成帯セグメントが前記弦材セグメントに沿って与えられた位置に
係合するようにし、各形成セグメントは前記弦材セグメントの４つの外側主要面の対応す
る１つと係合する、方法。
【請求項１９】
請求項１８記載の方法であって、
　各Ｔ形溝構造が、前記弦材セグメントの外側主要面から平行に外側に延びる２つの平行
溝側壁と、前記溝側壁の外端から内側に延在し、前記外側主要面に平行な２つの溝面壁に
よって規定される方法。
【請求項２０】
　第一モジュール式構造コンポーネントを第二モジュール式構造コンポーネントに取り付
けるための方法であって、
第一及び第二構造コンポーネントの１つの永久一体エレメントを形成する形成帯セグメン
トを第一及び第二の他方の構造コンポーネントの永久一体エレメントを形成する弦材セグ
メントに係合させ、
　形成帯セグメントの面領域に位置する少なくとも１つのボルト穴にボルト型締め具を挿
入し、該ボルト型締め具を弦材セグメントに係合させ、前記ボルト型締め具は前記弦材セ
グメントのＴ形溝構造と係合するＴ形ボルト及び前記弦材セグメントを横方向に通って延
在するボルト穴に係合する六角ボルトのうちの１つであり、
　前記ボルト型締め具を調整して、前記形成帯セグメントを前記弦材セグメントと係合す
るようにし、
　前記弦材セグメントは、中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定されたほ
ぼ四角形断面と４つの内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、
　　各外側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各Ｔ
形溝構造が、前記ボルト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝
が前記Ｔ形溝構造の外面から内側に延びる軸溝を含み、前記軸溝がその内端で該軸溝に直
角に延びる横溝と接続しているＴ形溝構造とを有し、さらに前記構造エレメントが、
　形成帯セグメントを備え、各形成帯セグメントが、
　　複数の帯セグメントに形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、各帯セグメントが
隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く帯板を備え、前記形成帯の前記帯セグメン
トが連続して、
　　２つの隣接する主要壁とＴ形溝構造の隣接する側壁とによって形成された対応する弦
材支持面と係合するための支持面を形成するＷ形状断面を形成する前記形成帯のコーナー
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領域と、
　　前記Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合するための支持面を形成
する前記形成帯の面領域と、
　　形成帯を固定するために前記形成帯の該面領域の縁部から外側に延びる前記形成帯の
取り付け領域と、に形成され、
　　前記形成帯の面領域に位置する少なくとも１つのボルト穴を有し、
　　前記弦材セグメントの支持面及び前記形成帯セグメントの支持面は、相互に係合形状
を形成し、４つの前記形成帯セグメントが前記弦材セグメントに沿って与えられた位置に
係合するようにし、各形成セグメントは前記弦材セグメントの４つの外側主要面の対応す
る１つと係合する、方法。
【請求項２１】
請求項２０記載の方法であって、
　各前記Ｔ形溝構造が、前記弦材セグメントの外側主要面から平行に外側に延びる２つの
平行溝側壁と、該溝側壁の外端から内側に延在し、前記外側主要面に平行な２つの溝面壁
によって規定される、方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、幅広い目的のために迅速に設置または組立可能な、およびその組立後に迅速
な改修、解体または撤去可能な、仮設構造物組立用モジュール式共用コンポーネントシス
テムのための手法および装置に関する。

発明の背景
　仮設構造物は、幅広い業種および幅広い目的で一般に使用されている。このような仮設
構造物の典型的な用途は、例えばビル、橋、大型貯蔵タンクおよびダムなどの建築物や、
列車や船舶等の大型機械などでの作業のための、通路や作業空間の提供である。この作業
の範囲には、このような構造物の全体または一部の建設、改修または改造から、撤去まで
が含まれる。さらに、このような仮設構造物は、例えば塗り替え中の橋や建設中のビル、
あるいは作業員や作業工程を、雨や雪、砂、塵、風などから保護するなど、作業中の構造
物を環境から保護するための囲いを提供したりサポートしたりするためにも使用される。
また、このような囲いは、逆の目的にも使用できる。つまり、固体または液体有害物や塵
、スプレー、さまざまな形態の汚泥等、囲い内で行われている作業の副産物から環境を保
護するため、囲いを提供したりサポートしたりできる。その他の例としては、このような
仮設構造物はそれ自体、長短期用倉庫やスポーツ会場などの様々な形態のシェルターとし
て、有用な構造物となりうる。
【０００２】
　このような性質の仮設構造物は、数多くの方法で建設されてきている。これらの方法は
全て、１個以上の理由から満足できるものではないことが示されている。例えば、仮設構
造物の足場や枠組みは一般的に、２Ｘ４工法など、竹または木材を縛ったり釘を打ったり
して建築されてきた。木造構造物、特に竹作りの構造物の場合、比較的重量が軽く、個々
のコンポーネントは比較的強度が強いため、２Ｘ４工法および竹作りが広く用いられてい
る一方で、材料特有の性質により強度が限られており、使用できる材料の長さが限られて
いることから比較的大量のジョイント部を必要とし過度にたわみが出る傾向がある。また
、木造構造物に関し、一般的にロープ、より糸、コードまたは釘で固定されたジョイント
部および接続部は、強度が弱く過度にたわみやすく、その結果ジョイント部で回転する傾
向が見られる。しかし、例えばボルトまたは締め付け釘など、構造物のジョイント部の強
度を高めたわみが出にくくするために一般的に取られる手法は、構造物のコストおよび組
立時間ばかりでなく、構造物の解体時間も大幅に上昇する。もう一つの欠点は、これらの
材料は安価で入手しやすいが、構成要素は一般的に特定のサイズに切断する必要があった
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り使用中に損傷しやすく、次の構造物への再利用が難しく、したがって構造物のコストは
さらに上昇する。
【０００３】
 また、仮設構造物の組立には、大型金属ピンまたはボルトで固定したモジュール式の鋼
鉄製パイプ部品も使用されてきた。このような種類の構造物は一般的に、構成要素および
ジョイント部双方で強度がありたわみにくく、構成要素は一般的に再利用可能であるが、
コストが非常に高い。さらに、構成要素および完成した構造物は、重量が極めて重く、し
たがって輸送、組み立ておよび解体が複雑で、時間が掛かる。また、個々の構成要素は特
定のニーズに合わせて変形させることができないため、様々な他の構成要素が必要になる
場合が多くなる。その他の方法として、仮設構造物の建設に、アルミニウムまたはプラス
チックなどの多少異なった材料を使用したり、様々な形の構成要素を使用することも可能
である。少なくとも、これらの中には、強度や重量など特定の要件を満たすため、あるい
は特定の構成を提供するために、最適化できるものがある。しかし、これらには全て、前
述の欠点のいずれかが指摘されている。
【０００４】
 迅速で設置可能で、設置後に短時間で改修、解体および撤去可能で、広範囲の目的を満
たすことのできる、モジュール式共用コンポーネントで構成される仮設構造物システムの
要件は、単純ではあるが、それを満たすのは容易ではない。例えば、仮設構造物システム
のコンポーネントの重量が軽くて強度もあり、コンポーネント部品の種類が少量で、接続
構成要素の強度が強くたわみにくく、例えば保護したり覆ったりする性質を持つ密閉構造
物などコンポーネントがほとんどのニーズを満たすよう構造物を構成できることが望まし
い。また、このことによって、その構造システムが、重量が比較的軽く強度があり比較的
たわみにくい構造物を提供できることが望ましい。この場合、この構造物は比較的シンプ
ルで輸送が容易であり、短時間で組み立て、改修および解体できるものでなければならな
い。さらに、構造用材料は入手が容易で比較的安価であり、システムのコンポーネントは
再利用可能であることが好ましく、これにより、このシステムで建築した構造物のコスト
を極めて低く抑えることが可能となる。
【０００５】
 以下に記述する本発明である一時的構造システムモジュラは、前述の先行技術の問題点
およびその他の問題点に解決策を提供するものである。

発明の概要
 本発明は、複数種類のモジュール式構造コンポーネントと構造組み立て用の接続エレメ
ントを含む組立てシステムのための装置及び方法に向けられている。各構造コンポーネン
トは、複数の構造エレメントの少なくとも１つを含み且つそれに基づいていて、弦材を形
成する接続構造及び第一の構造コンポーネントを第二の構造コンポーネントに構造的に取
付けるための形成帯を含む接続構造を含む。
【０００６】
　本発明によれば、構造コンポーネントに共通する構造エレメントは弦材と形成帯を含む
。
　本発明によれば、各弦材は、中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定され
るほぼ四角の断面と４つの内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、各外
側主要面に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造とを有する。各Ｔ形溝構
造が、ボルト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝がＴ形溝構
造の外面から内側に延びる軸溝を含み、軸溝がその内端で軸溝に直角に延びる横溝と接続
している。
【０００７】
　各形成帯が、複数の帯セグメントから形成された単一のほぼ長尺な帯板であって、各帯
セグメントが隣接する帯セグメントに関して直角方向を向いている。帯セグメントが連続
する領域に形成されていて、２つの隣接する主要壁とＴ形溝構造の隣接する側壁とによっ
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て形成された対応する弦材支持面と係合する支持面を形成するＷ形状断面を形成するコー
ナー領域と、Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦材支持面と係合する支持面を形成す
る面領域と、形成帯を固定するために該面領域の縁部から外側に延びる取り付け領域とを
備えている。
【０００８】
　本発明によれば、弦材及び形成帯の支持面が相互に係合し、最大で４つの形成帯が、弦
材に沿った与えられた位置で係合し、各形成帯が弦材の４つの外側主要面の対応する１つ
と係合する。
【０００９】
　本発明によれば、各Ｔ形溝構造が、弦材の外側主要面から平行に外側に延びる２つの平
行な溝側壁と、溝側壁の外側縁部から内側に延び、外側主要面と平行な２つの溝正面壁と
によって規定される。加えて、Ｔ形溝の少なくとも１つの内面が、Ｔ形ボルトからの引っ
張り及びねじりの力からくる圧縮力を支持する支持面であり、各横溝の最も内側の面によ
って規定される各面が弦材の対応する外側主要面に関して内側にオフセットしていて、そ
れにより、各横溝の内面と弦材の対応する外側主要面とによって規定される面の間に厚み
が増大した対角の主要壁厚みを形成している。
【００１０】
　形成帯と弦材とは標準の六角ボルト及びＴ形ボルトを含むボルト型コネクタによって係
合され結合されている。Ｔ形ボルトが、横溝の幅よりも大きく軸溝の幅よりも狭い矩形の
頭部を有し、それにより、Ｔ形ボルトの頭部がＴ形溝の長手軸に整列したとき、Ｔ形ボル
トの頭部は軸溝を通ってＴ形溝の横溝に入ることができ、頭部が回転してＴ形溝の長手軸
に横方向に配向したとき横溝に保持される。
【００１１】
　本発明のシステムにおける弦材、形成帯及び他のエレメントからなる構造コンポーネン
トは、直線弦材であって、直線弦材は他の構造コンポーネントに取り付けられるよう弦材
の端部近くで弦材を通って延びる複数のボルト穴を有するほぼ垂直に配向された単一の弦
材である、直線弦材；母屋であって、補強エレメントによって相互接続された平行な構造
エレメントを含むほぼ水平に配向された構造コンポーネントであり、該母屋を他の構造コ
ンポーネントに取付けるために、母屋の各端部に配置された接続エレメントを有する、母
屋；トラスであって、補強部材によって相互接続された平行な構造エレメントを含むほぼ
水平に配向された構造補強コンポーネントであり、該トラスを他の構造コンポーネントに
取付けるために、トラスの各端部に配置された接続エレメントを有する、トラス；火打で
あって、水平に所定角度に配向された構造補強コンポーネントであり、補強部材によって
相互接続された平行な構造エレメントを含み、該火打を他の構造コンポーネントに取付け
るために、火打の各端部に配置された接続エレメントを有する、火打；ブラケットであっ
て、２つの構造コンポーネント間に所定の角度で取付けるための補強部材であり、該ブラ
ケットを他の構造コンポーネントに取付けるために補強エレメントの各端部に配置された
接続エレメントを有する、ブラケット；屋根部材であって、屋根構造の標準断面を形成す
るために配置された構造エレメントを含む構造コンポーネントであり、該屋根部材を他の
構造コンポーネントに取付けるための少なくとも１つの接続エレメントを有する屋根部材
；スタブであって、該スタブは、弦材のボアに滑りばめする寸法の四角断面の管のセグメ
ントであり、弦材のボアにスタブを接続するためのボルト型の締め具を受け入れるための
少なくとも１つの横方向のボルト穴を有するスタブ、を含んでもよい。
【００１２】
　本発明によれば、取り付けエレメントが、他の構造コンポーネントの弦材と係合する構
造コンポーネントに永久的に取付けられた形成帯のセグメントであり、該取り付けエレメ
ントを他の構造コンポーネントに取付けるために配置された少なくとも１つのボルト穴を
有している。
【００１３】
 　本発明のシステムの構造コンポーネントは、また、囲いコンポーネントを含んでいて
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もよく、囲いコンポーネントは、地面に沿って位置決めされ、且つ構造物の壁に平行なシ
ーリング防壁を含み、シーリング防壁は、地面に沿って且つ密封防壁の下で流動性材料が
通過するのを防止するために地面にシールされた防壁を形成する。シーリング防壁は、流
動性材料の通過に対して防壁を形成する剛性防壁と、剛性防壁の下面に取付けられたシー
ラーであって、剛性防壁と地面との間にシールを形成し、剛性防壁下に流動性材料の通過
を防止するシーラーとを含む。
【００１４】
 囲いコンポーネントは、壁の下部に調整可能なブラケットを取り付けるために壁から下
方及び外側に延在する取付ブラケットを有し、調整可能なブラケットは、該調整可能なブ
ラケットの下端上で防壁ブラケットによって取付ブラケットにシーリング防壁を取付ける
。それにより、シーリング防壁が支持され、地面に関してシーリング防壁の垂直方向の位
置が決められる。取付ブラケットの下部上の取付板は、取付ブラケットに調整可能なブラ
ケットを取り付けると共に、取付板に関して、２つの選択的な垂直位置のいずれかに調整
可能な取付部を支持するための脱離可能な接続部を有する。
【００１５】
 また、本発明によれば、形成帯が、さらに、弦材のＴ形溝構造と係合するＴ形ボルトと
弦材を通って横方向に延在するボルト穴と係合する六角ボルトとの少なくとも１つによっ
て弦材に形成帯を取付けるためのボルト型締め具を受け入れる少なくとも１つのボルト穴
を有し、少なくとも１つのボルト穴が、弦材の対向するＴ形構造の軸溝及び横溝を通って
延びている。加えて、構造コンポーネントの少なくとも選択された１つが、選択された構
造コンポーネントの構造エレメントの端部近くに配置されたボルト穴を含み、ボルト穴が
、他の構造コンポーネントを選択された構造コンポーネントに取付けるために、選択され
た構造コンポーネントに沿って間をあけて配置されている。
【００１６】
 本発明は、また、第一の構造コンポーネントを第二の構造コンポーネントに構造的に取
付けるための接続構造を含み、第一及び第二の構造コンポーネントの一方に永久に一体化
されたエレメントを形成する弦材のセグメントと、第一及び第二の構造コンポーネントの
他方に永久に一体化されたエレメントを形成する形成帯のセグメントとを含む。
【００１７】
　弦材セグメントは、中央のボアの周りを取り囲む４つの主要壁により規定されたほぼ四
角形断面と４つの内側主要面と４つの外側主要面とを有する長尺な本体と、各外側主要面
に沿って且つ中心に位置づけられて延在するＴ形溝構造であって、各Ｔ形溝構造が、ボル
ト型締め具を受け入れるようにされた内側Ｔ形溝を有し、各Ｔ形溝がＴ形溝構造の外面か
ら内側に延びる軸溝を含み、軸溝が、その内端で軸溝に直角に延びる横溝と接続している
Ｔ形溝構造とを有する。形成帯セグメントが、複数の帯セグメントに形成された単一のほ
ぼ長尺な帯板であって、各帯セグメントが隣接する帯セグメントに関して直角方向を向く
帯板を備え、形成帯の帯セグメントが連続して、２つの隣接する主要壁とＴ形溝構造の隣
接する側壁とによって形成された対応する弦材支持面と係合するための支持面を形成する
Ｗ形状断面を形成する形成帯のコーナー領域と、Ｔ形溝構造の外面によって形成された弦
材支持面と係合するための支持面を形成する形成帯の面領域と、形成帯を固定するために
形成帯の面領域の縁部から外側に延びる形成帯の取り付け領域と、に形成されている。
【００１８】
 形成帯の面領域に配置された少なくとも１つのボルト穴が設けられており、ボルト穴は
、弦材のＴ形溝構造と係合するＴ形ボルトと弦材を通って横方向に延在するボルト穴と係
合する六角ボルトとの少なくとも１つによって弦材に形成帯を取付けるためのボルト型締
め具を受け入れ、少なくとも１つのボルト穴が、弦材の対向するＴ形構造の軸溝及び横溝
を通って延びている。
【００１９】
　ここで、添付図面を参照しつつ、例を通して本発明を説明する。
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発明の詳細な説明
 以上に述べたように、本発明は、幅広い目的のために迅速に設置もしくは組立が可能で
あり、しかも、のちに迅速な変更、解体もしくは撤去が可能な仮設構造物を組み立てるた
めのモジュール式共用コンポーネントで構成されるシステムのための方法及び装置に向い
ている。例えば、このような構造物の典型例には、足場構造物や、作業空間と、例えば貯
蔵タンクや建築物を囲うアクセスとを有する保護用、もしくは格納用の囲い、それが囲ん
でいる橋などの構造物によって支持され、作業空間とアクセスとを有する保護用、もしく
は格納用の囲いを含むことができる。囲い１０Ａと足場１０Ｂとを備えるこのような構造
物１０の説明に役立つ実例は、図１Ａ及び図１Ｂに示されている。当然のことであるが、
このような構造物は、本発明に従って組立可能な種々の構造物の範囲における限られた部
分を示すにすぎない。
【００２０】
 次に、図２Ａ－２Ｙは、仮設構造物を組み立てるためのモジュール式コンポーネントで
構成される本発明のシステムのコンポーネント１２、つまり、本発明に従って構造物１０
を組立可能なモジュール式パーツの多くの概略図である。図１Ａ，１Ｂ，２に示すように
、本発明のコンポーネント１２は、いかなる所望の構造物１０でも実質的に組み立てるの
に必要な異なる種類のモジュール式で再使用可能なコンポーネント１２の一式を形成して
いる。ただし、状況に応じたコンポーネント１２の選択が、要求に応じて変わることにな
るのは当然であろう。図２Ａから図２Ｙに示すように、コンポーネント１２の選択は、一
般的に、ほぼ全ての構造物１０で一般的に共用する、基礎、基本となる構造のコンポーネ
ント１２の多くとともに、特定の状況に必要とされる、専門、もしくは限られた目的のコ
ンポーネント１２を含んでいる。
【００２１】
 また注目すべきは、以下に説明する特定のコンポーネント１２は、種々の標準的な長さ
からなるように描写されており、これらの標準的な長さは、コンポーネント１２及び構造
物１０の双方において最大限のモジュール性を達成するのに必要な最小数の異なる長さを
要求しつつ、構造物１０の組立において最大限の柔軟性を提供するように選択されている
ことである。本発明の本実施形態において、例えば、コンポーネント１２の長さは、３～
１２フィートの間で変更でき、例えば、４フィート、６フィート、９フィートからなる中
間的なモジュール長さを含む。
Ａ．仮設構造物のためのモジュール式共用コンポーネント１２
 　本発明によれば、以下に詳細を説明するように、コンポーネント１２は、そして、本
発明に従って定義されているような形状と機能とを備える１つ以上の限られた数からなる
異なる種類の構造エレメント１２Ｅで構成されている。説明するように、構造エレメント
１２Ｅは、概して、主要エレメント１４と、接続エレメント１６と、補強エレメント１８
とを備えることになり、１つ以上の主要エレメント１４は、コンポーネント１２の主要構
造部材を構成し、弦材１４Ｃと形成帯１４Ｆと称する構造部材で構成され得る。そして、
接続エレメント１６は、コンポーネント１２同士を一緒に接続して構造物１０を形成する
手段を構成し、一般的に、形成帯１４Ｆもしくはスタブ１６Ｓを形成する。次に、補強エ
レメント１８は、例えばコンポーネント１２の主要エレメント１４間に取り外し不能に接
続された構造部材であり、補強したり、もしくはコンポーネント１２の基礎構造を形成し
、一般的に、例えば、補強筋１８Ｒと称するパイプもしくは他のチューブ状エレメントか
らなる部品や、ガセット板１８Ｇと称する金属平板に成形されている。また、構造エレメ
ント１２Ｅ間に具備されているのは、膜材１４Ｍであり、膜材１４Ｍは、構造物１０の外
部もしくは内部に広げられ、構造物１０の内部容積の少なくとも一部を囲って、外部環境
から隔離することができる。説明したように、雨や雪、みぞれ、風、塵といった外部環境
から構造物１０の内容物を保護したり、または、塗料や、サンドブラスティングで除去さ
れた錆、有毒もしくは汚染化学物質などといった構造物１０の内部環境から外部環境を保
護するのに膜材１４Ｍを使用できる。
【００２２】
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 次に、コンポーネント１２の特定の種類を個別に参照する。図２Ａに示すように、弦材
１４Ｃは、可変長の長尺部材であり、その断面が図２Ａに図示されている。一方、形成帯
１４Ｆは、形成帯１６ＦＳを備える長尺部材であり、その断面が図２Ｂに図示されている
。以下の説明によって理解されるであろうが、コンポーネント１２は、上記の他のエレメ
ントが用途により適するような他の標準的な構造形状を更に備えてもよい。
【００２３】
 本発明の方法及び装置において、コンポーネント１２の一般的な一式は、一般的な構造
物１０にほぼ共通して使用されるコンポーネント１２を含むことになる。このようなコン
ポーネント１２は、一般的に、種々の長さの直線弦材２０を備えることになる。尚、図２
Ａに示すように、直線弦材２０は、１つの主要エレメント１４を備える。この主要エレメ
ント１４は、通常垂直に配置される１つの弦材１４Ｃであり、１つ以上の接続エレメント
１６を連結するために、弦材１４の直径を挿通するボルト穴１４Ｂを端部付近に数多く備
える。また、直線弦材２０は、一般的に、他のコンポーネント１２と接続できるように、
弦材１４Ｃの長さに沿って標準的な距離もしくは間隔でボルト穴１４Ｂを備えることにな
る。
【００２４】
 また、コンポーネント１２は、種々の形態の母屋２２を備えても良い。尚、母屋２２は
、一般的に、水平に配置される梁状構造物である。この点について注目すべきは、“母屋
”という用語は、かつて特別な水平構造部材を意味していたが、より最近の一般的な用法
では、いかなる種類の水平構造部材をも一般的に意味するようになっている。
【００２５】
 図２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ，２Ｆに示すように、種々の種類の母屋２２は、一般的に、単体母
屋２２Ａを備える。図２Ｃに示すように、単体母屋２２Ａはそれぞれ、水平に配置された
単体の主要エレメント１４で構成され、この主要エレメント１４は、各端部に接続エレメ
ント１６を有する標準的な長さからなる単体の弦材１４Ｃで構成されている。一般的な単
体母屋２２Ａでは、接続エレメント１６は、単体母屋２２Ａの端部に横に取り付けられた
形成帯１４Ｆからなる部品で構成され、主要エレメント１４は、特定の別実施形態におい
て、弦材１４Ｃよりもむしろ、所望の長さの形成帯１４Ｆで構成され得る。
【００２６】
 種々の長さからなる標準母屋２２Ｂは、図２Ｄに示すように、一般的に垂直に補強エレ
メント１８を間に介在された上部及び下部の水平な主要エレメント１４と、各主要エレメ
ント１４の各端部にある接続エレメント１６とで構成されている。標準母屋２２Ｂの一般
的な実施において、水平な主要エレメント１４は、形成帯１４Ｆもしくは弦材１４Ｃで構
成されてもよい。また、補強エレメント１８は、一般的に適切な直径及び壁厚からなるパ
イプを形成する。また、接続エレメント１６はそれぞれ、上部及び下部における水平な主
要エレメント１４の間に延在した形成帯１４Ｆからなる垂直な部品で構成されている。
【００２７】
 台甲板母屋２２Ｃは、図２Ｅに示すように、水平な台もしくは甲板の支持構造として使
用するためのものである。例えば、作業台や、構造物１０における段の間の床、移動構造
物の滑走路を形成するのに使用されてもよいし、カバーなどとして使用されてもよい。そ
のため、台甲板母屋２２Ｃは、水平に配置され、水平に離間された水平な１対の主要エレ
メント１４で構成されている。尚、これら主要エレメント１４は、一般的に、弦材１４Ｃ
で構成されるが、形成帯１４Ｆで構成されていてもよく、主要エレメント１４の間に水平
に延在し、且つ主要エレメント１４に対して直角な形成帯１４Ｆを形成する補強エレメン
ト１８によって接続される。主要エレメント１４の間に延在し、主要エレメント１４に取
り付けられた形成帯１４Ｆで構成された接続エレメント１６は、台甲板母屋２２Ｃの各端
部に配置されているため、台甲板母屋２２Ｃは、例えば水平に配置された標準母屋２２Ｂ
に接続されてもよい。そして、甲板もしくは台コンポーネントは、１つ以上の隣接する台
甲板母屋２２Ｃの上面に載置もしくは取り付けられ、例えば作業台や構造物１０における
段の間の床を形成してもよい。
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【００２８】
 最後に、母屋２２は、棟母屋２２Ｄを備えてもよい。尚、棟母屋２２Ｄは、図２Ｆに示
すように、種々の角度の傾斜や種々の長さを有する屋根の棟を形成するように形状を決め
られてもよい。棟母屋２２Ｄは、１つ以上の標準的な長さからなり、それぞれが棟軸吊２
４で構成されている。尚、棟軸吊２４は、各端部に回転自在に取り付けられた２つの回転
取付板２６を備え、屋根エレメントを所望もしくは必要な傾斜角で棟軸吊２４へ取り付け
られるようになっている。棟母屋２２Ｄは、他の母屋２２の大部分と異なり、一般使用エ
レメントとしてよりもむしろ可変傾斜屋根のための屋根棟エレメントとしての特定の目的
のために設計されている。但し、棟母屋２２Ｄは、回転接続の提供などといった他の目的
のために使用できる。棟軸吊２４は、例えば適切な直径及び壁厚からなるパイプで構成さ
れていてもよい。一方、回転取付板２６は、棟軸吊２４の端部に回転自在に取り付けられ
、屋根部材を取り付けるためのボルト穴１４Ｂを有する簡素な板である。
【００２９】
 関連する屋根葺きコンポーネント１２は、屋根葺きコンポーネント２８を備える。図２
Ｇ，２Ｈに示すように、屋根ふき材コンポーネント２８は、棟弦材２８Ａと二重軒部品２
８Ｂとを備え、これらはそれぞれ、固定傾斜角の屋根の頂上部を形成するのと、屋根の軒
を形成するのとに使用される。図示するように、棟弦材２８Ａは、所望の角度で取り付け
られた弦材１４Ｃ部品からなる２つの主要エレメント１４で構成されており、２つの弦材
１４Ｃ部品の間の内角に補強ガセット板１８Ｇを備える、もしくは備えることなく組み立
てることができる。そして、二重軒部品２８Ｂは、図２Ｈに示すように配置された弦材１
４Ｃ部品からなる主要エレメント１４で構成されており、弦材１４Ｃ部品の間の内角に補
強ガセット板を備えてもよいし、備えていなくてもよい。
【００３０】
 他のコンポーネント１２は、例えば、種々の格子トラス３０と火打３２とを備える。尚
、格子トラス３０は、多くの点で母屋２２に類似しているものの、接続もしくは取付エレ
メントというよりもむしろ主として構造補強コンポーネントとして設計されている。その
ようなものとして、格子トラス３０と母屋２２との主要な相違点の１つは、これらの目的
とする機能をふまえて、補強筋１８Ｒは、主要エレメント１６に対して垂直というよりも
むしろ主要エレメント１４に対して斜めに配置されていることである。図２Ｇ，２Ｈ，２
Ｉに図示するように、小棟格子３０Ａ、小軒格子３０Ｂ、格子トラス３０Ｃは、通常、垂
直に離間され、平行で、水平な２つの主要エレメント１４で構成されている。尚、主要エ
レメント１４は、主要エレメント１４の間に斜めに延在した多くの補強筋１８Ｒで相互接
続され、主要エレメント１４の端部にて主要エレメント１４の間に垂直に延在した接続エ
レメント１６を備えている。
【００３１】
 図２Ｉ，２Ｊ，２Ｋに示すように、種々の形態の格子トラス３０における主要な相違点
は、格子トラス３０の寸法と外形である。例えば、格子トラス３０Ｃは、長い長方形に形
成されている一方、小棟格子３０Ａ及び小軒格子３０Ｂは、水平方向に比例的に短く、格
子の全体的な長方形の形状に対して斜めな一端を有している。一般的に、格子トラス３０
の主要エレメント１４は、形成帯１４Ｆで構成できる一方、接続エレメント１６は、通常
、形成帯１４Ｆからなる部品で構成され、補強エレメント１８は、ほぼ一般的に、適切な
直径と壁厚とを有するパイプからなる補強筋１８Ｒで構成される。
【００３２】
 図２Ｌ，２Ｍ，２Ｎに示す火打３２は、膝火打３２Ａと、枕木火打３２Ｂと、対角火打
３２Ｃとを備えることができる。膝火打３２Ａ、枕木火打３２Ｂ、対角火打３２Ｃはそれ
ぞれ、補強筋１８として、母屋２２と直線弦材２０との間といった２つの他の構造コンポ
ーネント１２の間に斜めに介在した主要エレメント１４で構成されている。また、火打３
２はそれぞれ、主要エレメント１４における長手軸の各端部に、この軸に対して斜めに取
り付けられた接続エレメント１６を備え、火打３２によって支持されたコンポーネント１
２との係合合い接続を形成している。火打３２の主要エレメント１４は、一般的に、弦材
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１４Ｃ、形成帯１４Ｆ、もしくは補強筋１８からなる部品で構成され、接続エレメント１
８は、一般的に、形成帯１４Ｆからなる部品でされている。
【００３３】
 図２Ｐ，２Ｏに図示された、さらに他のコンポーネント１２は、スタブ３４とブラケッ
ト３２とを備える。尚、スタブ３４は、例えば、２つの直線弦材２０の間、もしくは直線
弦材２０とブラケット３２との間、もしくは２つの弦材１４Ｃエレメントの間に軸接続を
もたらす。スタブ３４は、ある長さの正方形横断面のチューブで構成されており、チュー
ブは、例えば、以下の図３Ａ～図３Ｅに図示するように、弦材１４Ｃからなる部品におけ
る正方形横断面の長手開口部内に滑り嵌めする寸法からなっている。また、スタブ３４は
、一般的に、ボルト穴１４Ｂと称される２つの横方向開口部を設けられている。この横方
向開口部は、スタブ３０の長さ方向の中央に配置され、弦材１４Ｃからなる部品を介して
ボルト穴１４Ｂに対応している。そして、図２Ａ－２Ｙと同様に以下の図３Ａ～３Ｅにも
更に図示されているように、スタブ３４は、スタブ３０を例えば、横方向開口部に挿通さ
れるＴ形ボルトもしくは標準的な六角ボルトによって、弦材１４Ｃからなる部品へ係合貼
付させる。
【００３４】
 図２Ｐ－２Ｗに示すように、ブラケット３２は、ドロップブラケット３２Ａと、雄型ス
タブブラケット３２Ｂと、雌型スタブブラケット３２Ｃと、雄型ブラケット３２Ｄと、雌
型ブラケット３２Ｅと、棟ドロップブラケット３２Ｆと、底トラスブラケット３２Ｇと、
単体ベースプレート３２Ｈとを備えることができる。ドロップブラケット３２Ａ、雄型ス
タブブラケット３２Ｂ、雌型スタブブラケット３２Ｃ、雄型ブラケット３２Ｄ、雌型ブラ
ケット３２Ｅ、棟ドロップブラケット３２Ｆ、底トラスブラケット３２Ｇ、単体ベースプ
レート３２Ｈは全て、スタブ３０によって１つのコンポーネント１２を他のコンポーネン
ト１２に取り付けるのが容易となるように設計されている。図示するように、ブラケット
３２はそれぞれ、弦材１４Ｃからなる部品で構成された少なくとも１つの主要エレメント
１４と、ブラケット３２を他のコンポーネント１２に取り付けるための１つ以上の接続エ
レメント１６とを備える。尚、接続エレメント１６はそれぞれ、例えば、形成帯１４Ｆか
らなる部品、もしくは、主要エレメント１４に溶接され、例えば、Ｔ形ボルトもしくは標
準的な六角ボルトによって取付を行うボルト穴１４Ｂを備える平板で構成され得る。
【００３５】
 図２Ｘ及び２Ｙに示すように、明らかに、さらに他のコンポーネント１２は、車輪アセ
ンブリ３２Ｗと車輪フレーム３２Ｘを構成できる。車輪アセンブリ３２Ｗ及び車輪フレー
ム３２Ｘは、例えば、地面や、他の土台、屋外の足場、他の支持されていない、もしくは
支持していない空間を移動可能な足場を組み立てる必要や要望があるときに、移動する構
造物や足場の組立を可能にする。車輪ブラケット３２Ｉは、車輪アセンブリ３８を取り付
けるように設定された一端部と、車輪ブラケット３２Ｉを他のコンポーネント１２に取り
付けられるように、対応するスタブ３０を受け入れるように設定された１つ以上の他端部
とを備える。
Ｂ．主要構造エレメント１２Ｅ－弦材１４Ｃ、形成帯１４Ｆ、スタブ３４
 図２Ａ－２Ｙを再度参照すると、本発明の仮設構造物を組み立てるためのモジュール式
共用コンポーネントからなるシステムにおけるコンポーネント１２の上述の説明から明ら
かに、コンポーネント１２、及びコンポーネント１２のサブコンポーネントは、本質的に
、特定の主要構造エレメント１２Ｅと、補強エレメント用のパイプや、車輪アセンブリと
いった２，３の相対的に希有なエレメントなどの特定の共用エレメントとで構成されてい
る。説明したように、主要構造エレメント１２Ｅは、種々の長さの弦材１４Ｃと、種々の
長さの形成帯１４Ｆと、接続エレメント１６と、スタブ３４とを備える。
【００３６】
 図３Ａ－３Ｅでは、弦材１４Ｃ、形成帯１４Ｆ、スタブ３０の横断面図を図示説明して
いる。尚、図３Ａは、弦材１４Ｃの横断面図であり、図３Ｂは、スタブ３４を挿入され、
ボルト穴１４Ｂを有する弦材１４Ｃの横断面図であり、図３Ｃは、形成帯１４Ｆの横断面
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図であり、図３Ｄは、例えば母屋２２や格子トラス３０、火打３２の横断面図であり、図
３Ｅは、多数の形成帯１４Ｆを嵌められ、形成帯１４Ｆを六角ボルト４０ＨとＴ形ボルト
４０Ｔで締結された弦材１４の横断面図である。以下の説明では、図３Ａ－３Ｅを全て同
時に参照する。つまり、単に説明図、提示、理解を明確にするために本発明における特定
の局面及び要素を図３Ａ－３Ｅの１つに図示し、他に図示しないことで、各個別の図に全
ての特徴を示すことで生じる複雑性や混雑を回避している。しかしながら、本発明におけ
る１つの特徴や局面を図３Ａ－３Ｅの１つに示し、他に示さないことは、限定を意味する
ものではなく、限定であると解釈されるべきでもなく、本発明におけるいかなる特徴や局
面は、他に、図３Ａ－３Ｅのいずれか、もしくは全て、そして、いずれかの組み合わせに
現れてもよいことは当然である。
【００３７】
 図３Ａに示すように、弦材１４Ｃの本体４２は、おおむね正方形の中央開口部を囲む４
つの主要壁４２Ｗによって形成されている。中央開口部は、ボア４２Ｂと称され、おおむ
ね正方形の断面を形成し、弦材１４Ｃの長さを延長している４つの内側主要面４２Ｉ及び
４つの外部主要面４２Ｅを備える。内面４２Ｉ及び外面４２Ｅは、主要壁４２Ｗの壁厚４
２Ｔだけ離間している。
【００３８】
 各主要壁４２Ｗの外側主要面４２は、さらに、弦材１４Ｃの長さに沿って延在し、外側
主要面４２Ｅを中心とするＴ形溝構造４４を備える。Ｔ形溝構造４４はそれぞれ、２つの
平行な溝側壁４４Ｓが外側主要面４４Ｅから外部方向に平行、且つ、外側主要壁４４Ｅの
軸に沿って延在するとともに、２つの溝正面壁４４Ｆが溝側壁４４Ｓの先端から互いに内
側方向、且つ、外側主要面４４Ｅに平行に延在することによって形成されている。
【００３９】
 したがって、各Ｔ形溝構造４４の構造エレメントは、Ｔ形溝構造４４の長さ、つまり、
弦材１４Ｃの長さに沿って延び、開放している内側Ｔ形溝４６を形成している。各Ｔ形溝
４６は、Ｔ形溝構造４４の外面から直角に延びるとともに、本体４２のボア４２Ｂに向か
って内側に延びた軸部Ｔ形溝４６Ｓ部と、軸部Ｔ形溝４６Ｓの内側端部で軸部Ｔ形溝４６
Ｓの一方側に対して直角に延びた横Ｔ形溝４６Ｃと、終端軸部Ｒ形溝４６Ｃとを有するＴ
の字形の横断面を備えている。
【００４０】
 Ｔ形溝構造４４の寸法及び形状と、Ｔ形溝４６の内側寸法及び形状とは、Ｔ形溝４６が
、従来の六角ボルト４０ＨもしくはＴ形ボルト４０Ｒのどちらか一方を受け入れるととも
に、六角ボルト４０Ｈの頭部もしくはＴ形ボルト４０Ｒの頭部が横Ｔ形溝４６Ｃに受け入
れられ、横Ｔ形溝４６Ｃに収まるように決められている。Ｔ形溝４６の形状及び寸法は、
特に六角ボルト４０Ｈを使用するために設計されている。六角ボルトは、周知のように、
そして、例えば図３Ｅにて極めて細い線で示されているように、長方形の頭部を備えてお
り、頭部は、通常、横Ｔ形溝４６Ｃの幅よりもわずかに長く、軸部Ｔ形溝４６Ｓの幅とほ
ぼ同じぐらい広い。したがって、Ｔ形ボルト４０Ｔの形状及び寸法は、長方形のＴ形ボル
ト４０Ｔの頭部における長軸がＴ形溝４６の長手方向の軸に沿って配設された際にＴ形ボ
ルト４０Ｔの頭部が軸部Ｔ形溝４６Ｓを通り、横Ｔ形溝４６へ入り込むようなものにされ
ている。そして、Ｔ形ボルト４０Ｔは、Ｔ形ボルト４０Ｔの頭部がＴ形溝４６の長手方向
の軸に対して直角になるまでＴ形ボルト４０Ｔの軸回りに回転することができる。この際
、Ｔ形ボルト４０Ｔは、この方向におけるＴ形ボルト４０Ｔの頭部の長さが軸部Ｔ形溝４
６の幅よりも大きいので、Ｔ形溝４６から離脱不能である。さらに、Ｔ形ボルト４０Ｔは
、回転して、横Ｔ形溝４６Ｃの壁と締まり嵌めを形成可能であり、これによってＴ形ボル
ト４０ＴがＴ形溝４６に沿って、もしくはＴ形溝４６に対するいかなる角度で動いてしま
うことを防止できる。Ｔ形ボルト４０Ｔは、Ｔ形ボルト４０Ｔの頭部における長軸がＴ形
溝４６の長手方向の軸に一致するまでＴ形ボルト４０Ｔが回転されることのみによって離
脱させることができる。
【００４１】
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 また、Ｔ形溝４６は、標準的な六角ボルト４０Ｈに対応できるものの、六角ボルト４０
Ｈの頭部の形状及び寸法は、一般的に、Ｔ形溝４６の長さに沿ったいずれかの点において
軸部Ｔ形ボルト４６Ｓを介した六角ボルト４０Ｈの頭部の挿入や離脱を防止することにな
る。そして、一般的に、六角ボルト４０ＨがＴ形溝４６の一端部で挿入や離脱され、Ｔ形
溝４６に沿って所望の位置へ移動することが必要となる。また、六角ボルト４０Ｈの頭部
の形状は、一般的に、Ｔ形ボルト４０Ｔと同様、六角ボルト４０Ｈの頭部が回転カムのロ
ック動作の効果的利用を目的として特別に適合されていない限り、回転カムのロック動作
の効果的利用が可能ではないことは認識されるであろう。
【００４２】
 さらに、これに関して、図３Ａ－３Ｅに図示し、既に説明したように、弦材１４Ｃと、
形成帯１４Ｆと、スタブ１４Ｓとは、それぞれの長さに沿って配置されたボルト穴１４Ｂ
を備え、例えば六角ボルト４０Ｈによってコンポーネント１２を互いに取り付けることが
可能となっている。弦材１４Ｃ、形成帯１４Ｆ、スタブ１４Ｓといった構造エレメント１
２Ｅにおけるボルト穴１４Ｂの配列は、通常、構造エレメント１２Ｅの各端部もしくは各
端部付近で１対のボルト穴１４Ｂを形成しているとともに、２つのボルト穴１４Ｂは、構
造エレメント１２Ｅに沿って直列に配列され、第１の規格距離だけ離間されている。他の
単一のボルト穴１４Ｂもまた、構造エレメント１２Ｅに沿って離間することができ、一般
的に、第２の規格距離だけ離間されることになる。尚、第２の規格距離は、一般的に、第
１の規格距離よりも大きい。
【００４３】
 弦材１４ＣにおけるＴ形ボルト４０Ｔのためのボルト穴１４Ｂは、おおむね図３Ｅ，３
Ｂに図示されており、図３Ｅ，３Ｂでは、ボルト穴１４Ｂは、弦材１４Ｃの幅を通して横
に延びているように示されている。図のように、ボルト穴１４Ｂは、弦材１４Ｃの反対側
に位置する軸部Ｔ形溝４６Ｔと主要壁４２Ｗで形成された２つの適合穴１４Ｈとで形成さ
れた通路からなり、２つの軸部Ｔ形溝４６を弦材１４Ｃの本体４２を通して接続し、単一
のボルト穴１４Ｂの通路を形成している。図のように、六角ボルト４０Ｈの頭部４０ＨＨ
は、多くの場合、ある種のワッシャであるため、１つのＴ形溝構造４４における溝正面壁
４４Ｆの外面を支えることになる。一方、六角ナットもまたワッシャでありえ、反対のＴ
形溝構造４４における溝正面壁４４Ｆの外面を支えることになる。
【００４４】
 さらに図３Ｂに図示するように、弦材１４Ｃの中央ボア４２Ｂには、スタブ３４を挿入
でき、スタブ３４の対面には、弦材１４の対辺の通路に対応し、対応する通路に一致する
ボルト穴１４Ｂがある。図のように、弦材１４の各辺における通路は、各辺に対応するＴ
形溝構造４４の軸部Ｔ形溝４６Ｓ上における弦材１４Ｃの主要壁４２Ｗのボルト穴１４Ｂ
で構成されている。これによって、六角ボルト４０Ｈを弦材１４Ｃとスタブ３４とを介し
て締結できる。その結果、前述したように、スタブ３４は、弦材１４Ｃを他の弦材１４Ｃ
や車輪アセンブリといったさらに他のコンポーネント１２へと長さ方向に接続できる。
Ｃ．形成帯１４Ｆの弦材１４Ｃへの係合
 次に、弦材１４Ｃを接続エレメント１６といった形成帯１４Ｆに係合することを検討す
ると、特に図３Ｅに図示され、そして、図３Ｂ及び３Ｃの双方で考慮されているように、
弦材１４Ｃ及び形成帯１４Ｆの横断面形状が、複数の支持面をもたらし、コンポーネント
１２を構造物１０に組み合わせたことによって生じる圧縮、引っ張り、ねじりといった力
を支持していることは明らかであろう。
【００４５】
 最初に弦材１４Ｃを検討すると、例えば、弦材１４Ｃの外部主要面４４Ｅはそれぞれ、
本体支持面４８Ａ，４８Ｂと称する２つの弦材支持面４８をもたらす。尚、本体支持面４
８Ａ，４８Ｂはそれぞれ、溝側壁４４Ｓの外壁と、隣接する外部主要面４４Ｅの外縁との
間に位置し、外部主要面４４Ｅの長さを延長している。各Ｔ形溝構造４４の溝側壁４４Ｓ
及び溝正面壁４４Ｆは、各外部主要面４４Ｅのための側壁支持面４８Ｃ，４８Ｄと正面壁
支持面４８Ｅ，４８Ｆを形成する。図のように、側壁支持面４８Ｃ，４８Ｄ及び正面壁支
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持面４８Ｅ，４８Ｆは、溝側正面４４Ｓ及び溝外側正面４４Ｏの外面によって形成されて
いる。
【００４６】
 最後に弦材１４Ｃに関して注目しなければならないことは、各Ｔ形溝４６の内面、つま
り、溝側壁４４Ｓ及び溝正面壁４４Ｆの内正面が、さらにボルト支持面４８Ｇ，４８Ｈを
形成し、Ｔ形ボルト４０Ｔを通して印加される引っ張り及びねじりによって生じる圧縮力
を支持することである。この点で、また注目しなければならないことは、各横Ｔ溝４６Ｃ
の内面、つまり、対応する、弦材１４Ｃの主要壁４２Ｗにおける内部主要面４２Ｉに平行
に隣接する面によって形成される平面が主要壁４２Ｗの対応する外部主要面４２Ｅと同一
平面上でないことである。それよりもむしろ、各横Ｔ形溝４６Ｃの内面によって形成され
る平面は、外部主要面４２Ｅに対して弦材１４の中心軸の方向へ向かって内側にずれてお
り、事実上、主要壁４２の厚みの範囲内である。図３Ａ－３Ｅを検討することでわかるよ
うに、各横Ｔ形溝４６Ｃにおける内面の平面と、対応する主要壁４２Ｗの外部主要面４２
とが同一平面上でないだけでなく、これら平面の間、つまり、これら平面を終端する隣接
角の対角線上の最短経路を通る壁厚が、これらエレメントの構造が最大応力の潜在点で強
度を増すように最大限にされている。
【００４７】
 ここで、図３Ｃ，３Ｄ，３Ｅに横断面図が図示されている形成帯１４Ｆを参照すると、
各形成帯１４Ｆは、単一の帯板５０Ｐで構成されている。帯板５０Ｐは、標準的な幅と、
一般的にその幅よりも大きく、母屋２２の全幅から、例えば母屋２２もしくはトラス３０
もしくは弦材１４Ｃとの間の取付を形成するのに例えば必要な長さまで変動できる可変長
さとを備える。形成帯１４Ｆの横断面図に図示するように、形成帯１４Ｆの横断面は、形
成帯１４Ｆの全長にわたるとともに、弦材１４Ｃの横断面によって形成される対応する面
と係合する一連の面を形成する複数の帯セグメント５０Ｓで構成されている。
【００４８】
 図のように、帯板５０Ｐを連続して交差する各帯セグメント５０Ｓは、先行する帯セグ
メント５０Ｓ及びそれに続く帯セグメント５０Ｓに直角であり、それに続く帯セグメント
５０Ｓは、帯角５０Ｃと称される直角角部によって係合されている。そして、帯セグメン
ト５０Ｓは、帯セグメント５０Ｓを交差する順にコーナー領域５０ＲＣ、正面領域５０Ｒ
Ｆ、取付領域５０ＲＡと称する３つの主要領域を形成するものと見なすことができる。
【００４９】
 図示するように、コーナー領域５０ＲＣは、帯セグメント５０ＳＡ，５２ＳＢ，５２Ｓ
Ｃで構成され、“ジグザグ”もしくは“Ｗ形”の構造を形成している。この構造は、形成
帯１４Ｆが係合している弦材１４Ｃの正面の主要壁４２Ｗと、この弦材１４Ｃにおける隣
接する主要壁４２Ｗとで形成された角に係合される。したがって、コーナー領域５０ＲＣ
は、支持面５２Ａ，５２Ｂ，５２Ｃを形成し、支持面５２Ａ，５２Ｂ，５２Ｃはそれぞれ
、弦材１４Ｃにおける対応する本体支持面４８Ａと壁支持面４８Ｃと係合する。
【００５０】
 正面領域５０ＲＦは、単一の帯セグメント５０ＳＦで形成されている。この帯セグメン
ト５０ＳＦは、形成帯１４Ｆが係合している弦材１４Ｃの正面の主要壁４２におけるＴ形
溝構造４４の２つの溝外部正面４４Ｏに対して係合する。このため、わかるように、正面
領域５０ＲＦは、Ｔ溝構造４４の正面壁支持面４８Ｅ，４８Ｆと係合する支持面５２Ｄ／
Ｅをもたらす。
【００５１】
 最後に、取付領域５０ＲＡは、帯セグメント５０ＳＧで構成されている。帯セグメント
５０ＳＧは、形成帯１４Ｆの一側部に沿って弦材１４Ｃから外側へまっすぐに延び、弦材
１４Ｃにおけるいかなる面も支持しない。その代わりに、取付領域５０ＲＡは、形成帯１
４Ｆを強化及び補強する構造エレメントと、他の構造エレメントを形成帯１４Ｆに取外不
能に取り付けることが可能な取付点もしくは取付補強点とをもたらす。例えば、取付領域
５０ＲＡは、格子のパイプ部品といった種々の他の補強エレメントの取付及び支えのため
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、もしくは甲板もしくは格子の取付のために、長手形成帯１４Ｆの間にわたる横形成帯１
４Ｆの取付点として機能できる。
【００５２】
 この点に関して、図３Ｄは、コンポーネント１２の模範的な横断面図であり、補強エレ
メント１８といった種々のエレメントがコンポーネント１２の主要構造エレメントを構成
する２つの形成帯１４Ｆの間に接続されている。このような例は、種々の形態の母屋２２
及び格子トラス３０を含んでいる。そのなかに示すように、補強エレメント１８は、形成
帯１４Ｆの正面領域５０ＲＦの部分における帯取付面５２ＡＦに取り付けられている。尚
、帯取付面５２ＡＦは、正面領域５０ＲＦの“外”側、つまり、上述したように形成帯１
４Ｆが弦材１４Ｃへ係合されるときに、通常、弦材１４Ｃから外側に向く正面領域５０Ｒ
Ｆ側である。
【００５３】
 それゆえ、図３Ａ－３Ｅに示すように、接続エレメント１６として機能する１つ以上の
形成帯１４Ｆもしくは形成帯１４Ｆのセグメントを弦材１４Ｃもしくは弦材１４Ｃのセグ
メントにおける４面のいずれか、もしくは全てに同時に係合でき、構造物１０へのコンポ
ーネント１２の設計及び組立を大いに柔軟にすることができる。例えば、図３Ｅに示した
説明に役立つ実例では、３つの形成帯１４Ｆ部品は、弦材１４Ｃからなる単体の部品に係
合される。尚、この形成帯１４Ｆ部品は、例えば、他のコンポーネント１２の接続エレメ
ント１６である。図のように、２つの形成帯１４部品は、弦材１４Ｃの反対側に鏡対称に
係合され、各正面領域５０ＲＦの外面間にて弦材１４Ｃを挿通する少なくとも１つの六角
ボルト４０Ｈによって機械的に弦材１４Ｃに固定される。第３形成帯１４Ｆは、弦材１４
Ｃの第３面に係合され、弦材１４Ｃの第３面における対応するＴ形溝４６に挿入されたＴ
形ボルト４０Ｔによって弦材１４Ｃに機械的に固定される。
【００５４】
 図３Ｅの検討から理解されるであろうが、図３Ｅに図示された配置の限定は、単に弦材
１４Ｃの面を有する形成帯１４Ｆの選択された方向によるものであり、例えば接続エレメ
ント１６として機能する４つまでの形成ストリップ１４Ｆを適応できる。例えば、図３Ｅ
に示すように、３つの形成帯１４Ｆに対する配置の限定が単に以下の理由で生じている。
つまり、鏡対称な２つの形成帯１４Ｆのコーナー領域５０ＲＣが弦材１４における同じ面
を支持しているので、４つ目の形成帯１４Ｆを弦材１４Ｃの開いている面に係合させよう
とすると、既に存在している１つもしくは残りの２つの形成帯１４Ｆのコーナー領域５０
ＲＣが４つ目の形成帯１４Ｆのコーナー領域５０ＲＣに機械的に干渉してしまうのである
。また、図３Ｅから明らかであろうが、六角ナット４０Ｈが位置している側の形成帯１４
Ｆの向きが逆であると、つまり、形成帯１４Ｆのコーナー領域５０ＲＣが、弦材１４の既
に開いている角を占有するように形成帯１４Ｆが六角ボルト４０Ｈの回りを回転されると
、４つ目の形成帯１４Ｆを受け入れることができる。つまり、別の言い方をすれば、弦材
１４Ｃの各角部が形成帯１４Ｆにおける対応する１つのコーナー領域５０ＲＣによって占
有されるように、弦材１４Ｃと係合する形成帯１４Ｆを弦材１４Ｃの面に対して向けると
、最大数の形成帯１４Ｆ、つまり、４つの形成帯１４Ｆを弦材１４Ｃの４つの面に係合で
きる。当然、認識されるであろうが、弦材１４Ｃの各角部が形成帯１４Ｆにおける対応す
る１つのコーナー領域５０ＲＣによって占有されるように、弦材１４Ｃと係合する形成帯
１４Ｆを弦材１４Ｃの面に対して向けた場合、４つ未満のいずれかの数の形成帯１４Ｆを
弦材１４Ｃに係合することもできる。
【００５５】
 次に、形成帯１４Ｆ及び弦材１４Ｃの支持面の相互作用を考慮しつつ、特に図３Ｅ，３
Ｂ，３Ｃをともに参照すると明らかであろうが、形成帯１４Ｆ及び弦材１４Ｃの設計及び
横断面配置は、これら２つのエレメントが複数の支持面４８Ａ－４８Ｈと、対応する形成
帯支持面５２Ａ－５２Ｆとに沿って係合することになるようにされている。また注目され
るであろうことは、係合支持面が、２つの互いに直交する軸のどちらかに沿って向いてい
ることであろう。尚、弦材１４Ｃの各面に対して、１つの軸は、弦材１４Ｃの面に直交し
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、２つ目の軸は、弦材１４Ｃの面に平行である。
【００５６】
 結果として、形成帯１４Ｆ及び弦材１４Ｃは、形成帯１４Ｆ及び弦材１４Ｃが、対応す
る大きな圧縮及び引っ張りの力を確実に伝えることを可能にする大きな相互支持面をもた
らす。さらに、２つの互いに直交する軸に沿った支持面の配置はまた、形成帯１４Ｆ及び
弦材１４Ｃが耐えて支持可能なねじり力、もしくは回転力の大きさを大いに増大させる。
【００５７】
 この点で、また注目されるであろうことは、例えば、弦材１４Ｃと、接続エレメント１
６として機能する形成帯１４Ｆのセグメントとの間の横移動を防止することである。つま
り、弦材１４Ｃ、Ｔ形ボルト４０Ｔ、六角ボルト４０Ｈに沿った形成帯１４Ｆの移動もし
くは滑りは、弦材１４Ｃと形成帯１４Ｆとの間に圧縮力を作用させ、弦材１４Ｃと形成帯
１４Ｆとの間の引っ張り力に対抗する。つまり、図３Ａに見ることができるように、六角
ボルト４０Ｈは、弦材１４Ｃの１面を支持する形成帯１４Ｆの正面領域５０ＲＦの外面と
、弦材１４Ｃの反対面を支持する形成帯１４Ｆの正面領域５０ＲＦの外面、もしくは弦材
１４Ｃの反対面のＴ形溝構造４４Ｔの外面の一方との間に圧縮力を作用させる。Ｔ形ボル
ト４０Ｔの場合、圧縮力は、弦材１４Ｃの１面を支持する形成帯１４Ｆの正面領域５０Ｒ
Ｆの外面と、弦材１４Ｃの同一面のＴ形溝構造４４Ｔにおける溝正面壁４４Ｆの内側対向
面との間に加えられることになる。また、注目すべきは、締結している六角ボルト４０Ｈ
の場合にコンポーネント１２の横移動に対する対抗力は、六角ボルト４０Ｈの軸部と、ボ
ルト穴１４Ｂの壁との間の機械的な干渉によって与えられることである。Ｔ形ボルト４０
Ｔによる締結の一例では、弦材１４Ｃに沿った横移動に対する対抗力は、係合している支
持面間の摩擦力である一方、横側方移動に対する対抗力は、Ｔ形ボルト４０ＴとＴ形溝４
６の長手側との間の機械的干渉によるものである。
【００５８】
 最後に形成帯１４Ｆと弦材１４Ｃとの間の機械的接続もしくは取付を検討すると、上記
で説明したように、形成帯１４Ｆは、一般的に、１つ以上のボルト穴１４Ｂを備え、Ｔ形
ボルト４０Ｔもしくは六角ボルト４０Ｈによって、他のコンポーネント１２の端部におけ
る接続エレメント１６として用いられる形成帯１４Ｆのセグメントといった形成帯１４Ｆ
を例えば、弦材１４Ｃもしくは弦材１４Ｃのセグメントに締結できる。このようなボルト
穴１４Ｂの間隔の数は、形成帯１４Ｆもしくは形成帯１４のセグメントの長さもしくは目
的とする用途によって決まることになり、上記で説明したように、係合するコンポーネン
ト１２におけるボルト穴１４Ｂの位置や、間隔、寸法に対応することになる。
【００５９】
 図３Ｃ，３Ｄ，３Ｅに示すように、１つのボルト穴１４Ｂもしくは複数のボルト穴１４
Ｂは、形成帯１４Ｆの正面領域５０ＲＦの領域に位置することになり、対応する軸部Ｔ形
溝４６Ｓ、及び弦材１４Ｃの２つの対向する主要壁４２Ｗを通る対応するボルト穴１４Ｂ
のいずれかと一致することになる。この配置によって、形成帯１４Ｆを、Ｔ形溝４６へ締
結された１つ以上のＴ形ボルト４０Ｔ、もしくは上記で説明したように形成帯１４Ｆと弦
材１４Ｃとを挿通する六角ボルト４０Ｈと組み合わせたＴ形ボルト４０Ｔ、もしくは１つ
以上の六角ボルト４０Ｈによって弦材１４Ｃに締結できる。
【００６０】
 この点について、形成帯１４Ｆと弦材１４Ｃとの間の接続もしくは係合におけるボルト
４０の数は、弦材１４Ｃに沿った接続の位置によって決まることになるのは明らかであろ
う。前述したように、例えば、弦材１４Ｃもしくは形成帯１４Ｆは、一般的に、弦材１４
Ｃもしくは形成帯１４Ｆの端部にて比較的近い間隔の１対のボルト穴１４Ｂと、弦材１４
Ｃもしくは形成帯１４Ｆの長さに沿った固定間隔だけ離間された多くの単一のボルト穴１
４Ｂとを備えることになる。本発明の現在の好ましい実施において、弦材１４Ｃもしくは
形成帯１４Ｆの長さに沿った各ボルト穴１４Ｂの接続は、各Ｔ形ボルト４０Ｔによって達
成されるのが好ましい一方、エレメントの端部における対にされたボルト穴１４Ｂによる
接続は、各Ｔ形ボルト４０Ｔ及び各六角ボルト４０Ｈ、もしくは２つのＴ形ボルト４０Ｔ
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によって達成されるのが好ましい。但し、これらの接続は、状況に応じて変更してもよい
。
Ｄ．模範的なコンポーネント１２－囲い５４
　ここで、図４を参照すると、図４には、囲い５４と称される本発明のコンポーネント１
２が示されている。図４に図示するように、囲い５４は、構造体１０の壁５８の基礎領域
５６に取り付けられ、基礎領域５６に沿って延在した調整可能な防壁であり、シーリング
可能に地面６０に接触し、地面６０に沿って構造体１０へ流入もしくは構造体１０から流
出する流動性を有する液体もしくは粒状物質の流れを防止している。囲い５４は、例えば
、水や、溶剤、石油生成物、砂、埃、塗料片、粒子などといった物質が壁５８の基礎に沿
って出入りするのを防止するのに使用することができる。
【００６１】
　図４Ａに示すように、囲い５４は、一般的に、壁５８の基礎領域５６の外側から外部へ
延びて、離間した長手シーリング防壁６２と、上昇位置もしくは下降位置にてシーリング
防壁６２を支持し、囲い５４を例えば壁５８の垂直主要構造部材へ取り付けるための２つ
以上の囲いブラケット６４とを備える。この点で注目すべきは、囲いブラケット６４は、
代わりに壁５８の水平主要構造部材に取り付けられていてもよいが、以下の説明から明ら
かとなるように、シーリング防壁６２における可能な垂直移動の減少を伴う。
【００６２】
　各シーリング防壁６２は、地面とシーリング接触させ、流動性を有する物質が地面６０
に沿って構造体１０へ流入したり、構造体１０から流出するのを防止できる。そして、各
シーリング防壁６２は、地面６０の上へ垂直に間隔を空け、例えば、壁５８の移動、もし
くは囲い５４の下に通路空間を作り出すことが可能となるように上方の位置へ上昇可能で
ある。図のように、各シーリング防壁６２は、囲い５４の長さにわたって水平に延在し、
流動性を有する物質が構造物１０へ流入したり、構造物１０から流出するのを防止してい
る防壁もしくはダムを形成している剛性防壁６２Ｒと、剛性防壁６２Ｒの底部に沿って延
在し、剛性防壁６２Ｒの底部と地面６０との間のシーリングを形成するシーラー６２Ｓと
を備える。
【００６３】
　本発明の一般的な実施形態において、剛性防壁６２Ｒは、一般的に、例えば、木材や何
らかの金属性の梁で構成され、一般的に、６インチ×２インチというように高さの方が幅
よりも大きく、例えば６インチまでの水嵩に対するダムを形成している。
【００６４】
　次に、シーラー６２Ｓは、一般的に、弾性を有する帯と、剛性防壁６２Ｒの幅に近似す
る幅と例えば地面６０の粗さもしくは凹凸によって決められた深さとを有する大きな不透
水性を有する材料とで構成されている。囲い５４の現在の好ましい実施において、例えば
、シーラー６２Ｓは、囲い５４が下降して、シーラー２６Ｓを地面６０へ押し込むと、地
面６０へ押下され得る多孔質フォームで構成されている。多孔質フォームは、水に接触す
ると、膨張しようとすることになり、例えば、剛性防壁６２Ｒの底部と地面６０との間に
防水シールを形成する。
【００６５】
　最後にシーラー６２について、注目すべきは、囲い５４を剛性防壁６２Ｒの個別の長さ
で構成し、シーラー６２Ｓを端部から端部へと配置できることである。しかしながら、一
般的に及び好ましくは、囲い５４は、単体の剛性防壁６２と、標準的なモジュール長さ一
式から選択された標準的なモジュール長さを有するシーラー６２Ｓとで構成されることに
なっている。それは、この構造が、多部品構造よりもシーリング要求及び潜在的なシーリ
ング問題が少ない最も強力な構造をもたらすことになるからである。また、注目すべきは
、例えば、最も長いモジュール式囲いコンポーネントの長さよりも長い囲いや、囲いをコ
ーナーに得るために、囲い５４を加える必要が生じ得るということである。これらの状況
において、隣接し、係合している囲い５４部品の間の係合部は、係合している剛性防壁６
２Ｒをコーナークランプによって係合したり、剛性防壁６２Ｒにおける垂直方向の縁の間



(23) JP 4712729 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

もしくは端部の間に、種々の形状の長手接続部材と追加のシーラー６２Ｓとを係合すると
いった多くの方法のうちのいずれかで構成され得る。
【００６６】
　次に、囲いブラケット６４の構造を検討すると、上記で説明したように、囲いブラケッ
ト６４の機能は、壁５８の基礎領域５６から基礎領域５８に沿って外側に離れた位置と地
面６０に対する上方位置及び下方位置とでシーリング防壁６２を支持し、囲い５４を例え
ば壁５８の垂直主要構造部材へ取り付けることである。図示するように、囲いブラケット
６４は、囲い５４を壁５８の構造上のコンポーネント１２へ取り付けるための取付ブラケ
ット６４Ｍと、シーリング防壁６２を取付ブラケット６４Ｍへ取り付け、調整可能に位置
を合わせる調整ブラケット６４Ａとを備える。
【００６７】
　次に、取付ブラケット６４Ｍは、主要支持材６６Ｍを備える。主要支持材６６Ｍは、形
成帯１４Ｆからなる部品もしくは弦材１４Ｃからなる部品でありえ、壁５８の垂直構造エ
レメント６８と係合する取付コネクタ６６Ｃに取り付けられる。既に説明したように、垂
直構造エレメント６８は、一般的に、弦材１４Ｃで構成されることになるため、取付コネ
クタ６６Ｃは、一般的に、前述したように、Ｔ形ボルト４０Ｔで垂直構造エレメント６８
に係合されている取付コネクタ６６Ｃを備えた形成帯１４Ｆからなる部品ということにな
る。このようにして取付コネクタ６６Ｃ及び取付ブラケット６４Ｍは、構造エレメント６
８の垂直軸に沿って調整可能に位置合わせでき、構造エレメント６８と地面６０とに対す
る囲い５４の垂直方向の位置を初期調整できる。
【００６８】
　主要支持材６６Ｍは、取付コネクタ６６Ｃからシーリング防壁６２を支持する調整ブラ
ケット６４Ａを調整可能に取り付けられた垂直な防壁取付板６６Ｂへと外部下方に傾斜し
ている。説明するように、調整ブラケット６４Ａと防壁取付板６６Ｂとの接続は、垂直方
向に調整可能であり、垂直構造エレメント６８及び地面６０の双方に対するシーリング防
壁６２の垂直方向の位置は、調整ブラケット６４Ａと防壁取付板６６Ｂとの間に設けられ
た垂直方向調整手段によって調整及び固定可能である。
【００６９】
　注目すべきは、主要支持材６６Ｍの外側下方の傾斜は、壁５８もしくは構造物１０が車
輪で移動可能に組み立てられる際に、構造的により強固なアセンブリをもたらすとともに
、車輪アセンブリ３８といった１組以上の車輪アセンブリを回転させるための空間をもた
らす。また、主要支持材６６Ｍの形状は、例えば、壁５８の基礎部分からシーリング防壁
６２の外側までを雨や他の物質からそらすためにプラスチックシートといった膜材１２Ｍ
によって保護され得る軒状構造をもたらす。
【００７０】
　防壁取付板６６Ｂ及び調整ブラケット６４Ａの詳細を参照すると、図４Ｂに示す囲い５
４の実施と、図４Ｃに示す模範的な防壁取付板６６Ｂの正面図とに図示するように、防壁
取付板６６Ｂは、互いに垂直方向に配置されたＣの字形状の２つのＣ形溝６６Ｓを備える
板金で構成することができる。各Ｃ形溝６６Ｓの幅は、Ｔ形ボルト４０Ｔもしくは六角ボ
ルト４０Ｈといったボルト４０の軸部に対応するように寸法が設定されており、Ｃ形溝６
６Ｓを挿通するボルト４０の垂直方向の位置は、Ｃ形溝６６の上部もしくは下部の水平部
分からＣ形溝６６の垂直部分に沿ってＣ形溝６６の上部もしくは下部の水平部分の他方へ
とボルト４０をＣ形溝６６に沿ってスライドさせることで調整可能である。下記にて説明
するように、調整ブラケット６４Ａは、防壁取付板６６ＢとＣの字形のＣ形溝６６Ｓとを
挿通するボルト４０で取り付けられているため、主要支持材６６Ｍに対する、ひいては地
面６０に対するシーリング防壁６２の垂直方向の位置は、Ｃ形溝６６Ｓにおける２つの水
平溝セグメントの間の垂直方向の距離分だけ調整可能である。特に、Ｃ形溝６６Ｓは、地
面６０とシーリング接触するように調整されるシーリング防壁６２がＣ形溝６６Ｓにおけ
る２つの水平溝セグメントの間の垂直方向の距離分だけ迅速に上昇することを可能にして
、例えば、壁５８もしくは構造体１０の移動を可能にしたり、シーリング防壁６２の下方
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へ通路を形成することを可能にしたり、シーリング壁６２が地面６０との接触に迅速に復
帰することを可能にする。
【００７１】
　ここで、調整ブラケット６４Ａの更なる詳細を参照すると、図４Ｂには、一般的な実施
において、調整ブラケット６４Ａは、調整取付材７０Ａによって防壁取付板６６Ｂに取り
付けられた上端部と、防壁ブラケット７０Ｂによって剛性防壁６２Ｒに取り付けられた下
端部とを有する調整支持材７０Ｓを備えていることが図示されている。本発明の現在の実
施において、調整支持材７０Ｓは、ネジ山の付いた金属棒で構成され、調整取付材７０Ａ
は、垂直なブラケット体７２Ｂと、水平方向に延び、垂直方向に離間されたブラケットア
ーム７２Ａとを有するＣ形ブラケット７０Ｃを備える。２つのブラケットアーム７２Ａは
それぞれ、調整支持材７０Ｓが挿通する支持開口部７２Ｏを備え、上部及び下部の支持開
口部７２Ｏは、垂直方向に一列に並んでいる。図のように、ナットといった調整締め具７
０Ｆは、Ｃ形ブラケット７０Ｃのブラケットアーム７２Ａの上方及び下方にある調整支持
材７０Ｓに取り付けられて、ブラケットアーム７２Ａを支持し、Ｃ形ブラケット７０Ｃと
シーリング防壁６２との間の調整支持材７０Ｓの垂直方向の長さを固定している。これに
よって、調整締め具７０Ｆは、取付ブラケット６４Ｍに対するシーリング防壁６２の垂直
方向の位置を決定している。調整締め具７０Ｆの調整特性が、Ｃ形ブラケット７０Ｃに対
する調整支持材７０の位置、ひいてはＣ形ブラケット７０Ｃとシーリング防壁６２との間
の調整支持材７０Ｓの長さを、調整支持材７０Ｓの長さによって決められる垂直方向の範
囲内で調整することを可能としていることは理解されるであろう。
【００７２】
　図４Ｂに図示された調整取付材７０Ａの模範的な実施形態において、Ｃ形ブラケット７
０Ｃは、ボルト板７２Ｐに取り付けられているように示されている。次に、ボルト板７２
Ｐは、防壁取付板６６ＣのＣ形溝６６Ｓを挿通するボルト４０を受け入れる開口部を備え
ており、ボルト板７２Ｐの垂直方向の位置、ひいてはＣ形ブラケット７０Ｃの垂直方向の
位置は、Ｓ形溝６６Ｓの上部及び下部における水平溝セグメントの垂直方向の位置のいず
れか一方で固定される。そのため、説明したように、Ｃ形溝６６Ｓを挿通するボルト４０
と保持ボルト板７２Ｐとを緩めて、シーリング防壁６２の垂直方向の位置を上部及び下部
のＣ形溝６６Ｓの垂直方向の距離だけ上方及び下方へ調整できる。
【００７３】
　調整取付材７０Ａは、多くの異なる方法で実施できることは理解されるであろう。例え
ば、Ｃ形ブラケット７０Ｃ及びボルト板７２Ｂが、単一のコンポーネントからなり、Ｃ形
ブラケット７０Ｃがボルト４０に適切な開口を備え、防壁取付板６６Ｃの背面に対する所
望の支持面をもたらすようにＣ形ブラケット７０Ｃが延伸されていてもよい。
【００７４】
　さらに、防壁取付板６８及び調整支持材７０Ａからなり、調整支持材７０ＳとＣ形ブラ
ケット７０Ｃとを備える構造物は、本発明の弦材１４Ｃ及び形成帯１４Ｆで容易に実施で
きることは理解されるであろう。例えば、図４Ｃに図示するように、調整支持材７０Ｓと
Ｃ形ブラケット７０Ｃとを備える調整取付材７０Ａは、調整支持材７０Ｓの長さとほぼ同
じ長さを有する弦材１４Ｃの１つのセグメントと、弦材１４Ｃの下端部に取り付けられた
防壁ブラケット７０Ｃとによって実施できる。次に、防壁取付板６６Ｂ及びＣ形ブラケッ
ト７０Ｃの機能は、Ｃ形ブラケット７０Ｃ及び調整支持材７０Ｓの機能を発揮し、Ｔ形ボ
ルト４０Ｔで弦材１４Ｃに調整可能に取り付けられる弦材１４Ｃのセグメントに係合する
形成帯１４Ｆから防壁取付板６６Ｂを構成することで実施できる。上記で説明したように
、Ｔ形ボルト４０Ｔを締めたり、緩めたりすることによって、Ｔ形ボルト４０Ｔが弦材１
４Ｃ及び形成帯１４を共に締め付ける力を増したり、減らしたりできる。シーリング防壁
６２の垂直方向の位置は、Ｔ形溝４６に沿ってＴ形ボルト４０Ｔをスライドさせることに
より、弦材１４Ｃの調整範囲に沿ったいずれかの位置に調整可能であり、Ｔ形ボルト４０
Ｔを締めることにより選択した位置に固定される。
【００７５】
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　ここに含む本発明の範囲及び本発明の精神から逸脱することなく、上述の方法及びシス
テムに特定の変更はなされ得るので、上記で説明し、添付の図面に示した全ての主題は、
発明の概念を示す単なる例示と理解され、発明を限定と解釈されないこととする。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１Ａ－Ｂ】本発明におけるモジュール式構造コンポーネントと接続構造とで組み立て
られた構造体の概略説明図である。
【図２Ａ】本発明における弦材の側部及び横断面図である。
【図２Ｂ】本発明における形成帯の側部及び横断面図である。
【図２Ｃ－Ｆ】母屋構造コンポーネントの概略図である。
【図２Ｇ－Ｈ】屋根葺き構造コンポーネントの概略図である。
【図２Ｉ－Ｋ】格子トラス構造コンポーネントの概略図である。
【図２Ｌ－Ｎ】火打構造コンポーネントの概略図である。
【図２Ｏ】スタブ構造コンポーネントの概略図である。
【図２Ｐ－Ｖ】ブラケット構造コンポーネントの概略図である。
【図２Ｗ－Ｙ】ベースプレート、車輪コンポーネント、車輪フレームの概略図である。
【図３Ａ－Ｂ】本発明における弦材の横断面図である。
【図３Ｃ】本発明における形成帯の横断面図である。
【図３Ｄ】本発明における形成帯を備える構造コンポーネントの横断面図である。
【図３Ｅ】弦材に係合する複数の形成帯及び形成帯を弦材へ締結するボルトの横断面図で
ある。
【図４Ａ】囲いコンポーネントの概略投影図である。
【図４Ｂ】囲いコンポーネントの概略側面図である。
【図４Ｃ】囲いコンポーネントの取付板の正面図である。
【図４Ｄ】弦材と形成帯とで構成された囲いコンポーネントの概略側面図である。
【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２Ａ】
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【図２Ｂ】
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【図２Ｄ】
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【図２Ｆ】

【図２Ｇ】

【図２Ｈ】

【図２Ｉ】
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【図２Ｑ】

【図２Ｒ】
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【図２Ｖ】
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【図２Ｙ】 【図３Ａ】
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