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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ドラムが設置される設置物にドラムを取り付けるためのドラムの取付装置であって、前記
設置物は、前記ドラムが取り付けられる柱状物を有するドラムの取付装置において、
　前記ドラムに固定されるブラケットと、
　前記ドラムの取付位置を設定するメモリロックとを備え、
　前記メモリロックは、前記ドラムの取付位置を設定するため前記柱状物の所定位置に固
定されるように構成され、
　前記ブラケットは、前記メモリロックに対して固定可能に構成され、
　前記柱状物の所定位置に固定されたメモリロックに対する前記ブラケットの固定を解除
して、前記メモリロックから前記ブラケットを取り外した後、前記メモリロックに前記ブ
ラケットを再度固定する際、前記ドラムの取付位置が前記所定位置に位置決めされている
ことを特徴とするドラムの取付装置。
【請求項２】
請求項１記載のドラムの取付装置において、
　前記メモリロックは上方に延びる筒部を有し、
　前記ブラケットは上下方向に貫通する貫通孔を有し、
　前記ブラケットは、前記貫通孔に前記筒部を挿通させて前記メモリロックに固定される
ことを特徴とするドラムの取付装置。
【請求項３】
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請求項２記載のドラムの取付装置において、
　前記ブラケットには、前記メモリロックに対し前記ブラケットを固定するためのロック
部材が設けられ、
　前記ロック部材の回動操作により、前記メモリロックに前記ブラケットが固定されるか
、前記ブラケットの固定が解除されることを特徴とするドラムの取付装置。
【請求項４】
請求項３記載のドラムの取付装置において、
　前記ロック部材は、リング状に形成されると共に前記ブラケットと同軸上に配置され、
　前記筒部は、前記ロック部材の内側に挿通されることを特徴とするドラムの取付装置。
【請求項５】
請求項３又は４記載のドラムの取付装置において、
　前記ロック部材には、係合部が形成され、
　前記メモリロックには、前記係合部が係合される被係合部が形成され、
　前記係合部が前記被係合部に係合するまで前記ロック部材を回動させることにより、前
記メモリロックに前記ブラケットが固定されることを特徴とするドラムの取付装置。
【請求項６】
請求項５記載のドラムの取付装置において、
　前記係合部は、前記ロック部材の内周面に形成され、
　前記被係合部は、前記筒部の外周面に形成されていることを特徴とするドラムの取付装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タム等のドラムをバスドラムやスタンド等に取り付けるためのドラムの取付
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、タムの設置には、バスドラム又はシンバルスタンドに取り付けられたタムホル
ダや、専用のタムスタンド等が用いられる。こうしたタムホルダやタムスタンドに適用さ
れるタムブラケットとして、以下のようなものが提案されている。
【０００３】
　図１４に示すタムブラケット１００は、ブラケット本体１０１と、メモリロック１０２
とから構成されている。ブラケット本体１０１は、フロアタムＦＴのシェルに固定され、
メモリロック１０２は、フロアタム脚を構成するロッドＲに固定される。タムブラケット
１００の使用法として、まず、ボルト１０３及びナット１０４等を用いて、ロッドＲにメ
モリロック１０２を固定する。次に、ボルト１０５及びナット１０６等を用いて、メモリ
ロック１０２が固定されたロッドＲの所定位置に、タムブラケット１００を取り付ける。
こうして、フロアタムＦＴを複数のフロアタム脚に取り付けて、床面上に設置する。尚、
メモリロック１０２は、フロアタムＦＴの取付位置をロッドＲに記憶させるためのもので
ある。つまり、メモリロック１０２をロッドＲに固定すれば、フロアタムＦＴを収納する
ためフロアタム脚より取り外してから再びフロアタム脚に取り付けて使用する場合に、フ
ロアタムＦＴの取付位置をロッドＲに記憶させることができ、フロアタムＦＴのセッティ
ングを素早く完了させることができる。
【０００４】
　また、図１５に示すように、特許文献１には、メモリロック機能を備えたタムブラケッ
ト１１０が開示されている。タムブラケット１１０は、支持板１１１と、支持板１１１の
上下各端部にフック１１２，１１３とを備えている。タムブラケット１１０の使用法とし
て、まず、図示しないバスドラムに固定されたタムホルダから突出したＬ字ロッドＬＲに
、タムブラケット１１０を固定する。次に、タムＴの上側フープＵＦ及び下側フープＬＦ
にフック１１２，１１３をそれぞれ引っ掛けて、タムＴをタムブラケット１１０に取り付
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ける。こうして、タムＴをＬ字ロッドＬＲに取り付けて、バスドラム上に設置する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５３０９８１１号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　しかしながら、図１４に示すタムブラケット１００によれば、ロッドＲに対するフロア
タムＦＴの高さ位置を調節する場合、以下に示す作業を行う必要がある。まず、ナット１
０４に螺着されたボルト１０３を緩めて、メモリロック１０２をロッドＲに対し移動可能
な状態にする。次に、ボルト１０５に螺着されたナット１０６を緩めて、ブラケット本体
１０１をロッドＲに対し移動可能な状態にする。続いて、ブラケット本体１０１を移動さ
せてフロアタムＦＴの高さ位置を決めた後、ボルト１０５にナット１０６を締め付けて、
ロッドＲにブラケット本体１０１を固定する。そして、ブラケット本体１０１の固定位置
にメモリロック１０２を配置した後、ナット１０４にボルト１０３を締め付けて、ロッド
Ｒにメモリロック１０２を固定する。このような作業は、ボルト１０３やナット１０６等
を締め付けたり緩めたりすることを何度も繰り返すため、ユーザにとって面倒でありかつ
手間のかかる作業である。
【０００７】
　また、図１５に示すタムブラケット１１０によれば、上側及び下側フープＵＦ，ＬＦの
それぞれにフック１１２，１１３を引っ掛けるだけであり、タムＴはＬ字ロッドＬＲに固
定されていない。このため、タムＴの高さ位置を調節する場合にタムＴを手で持って持ち
上げると、上側及び下側フープＵＦ，ＬＦがフック１１２，１１３から直ぐに外れてしま
う。このため、タムＴの高さ位置を調節するための作業が容易ではない。また、タムＴが
Ｌ字ロッドＬＲに固定されていないため、バスドラム上に取り付けられたタムＴの姿勢は
不安定である。
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、ドラムの高さ位置を容易に調節できると共にドラムの姿勢が安定する
ドラムの取付装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、ドラムが設置される設置物に
ドラムを取り付けるためのドラムの取付装置であって、設置物は、ドラムが取り付けられ
る柱状物を有するドラムの取付装置において、ドラムに固定されるブラケットと、ドラム
の取付位置を設定するメモリロックとを備え、メモリロックは、ドラムの取付位置を設定
するため柱状物の所定位置に固定されるように構成され、ブラケットは、メモリロックに
対して固定可能に構成され、柱状物の所定位置に固定されたメモリロックに対するブラケ
ットの固定を解除して、メモリロックからブラケットを取り外した後、メモリロックにブ
ラケットを再度固定する際、ドラムの取付位置が所定位置に位置決めされていることを要
旨とする。
【００１０】
　この構成によれば、メモリロックにブラケットを固定できるため、メモリロックを操作
するだけで、設置物に対するドラムの位置を容易に調節することができる。つまり、ボル
トを締め付けたり緩めたりする作業が少なくなるため、ドラムの位置調節のための作業を
軽減することができる。また、メモリロックからブラケットを取り外して使用することで
、ドラムの取付位置を柱状物に記憶させる従来のメモリロックの機能を備えることもでき
る。つまり、メモリロックによりドラムの取付位置が記憶されているため、ドラムを収納
してから再び使用する場合、ドラムのセッティングを素早く完了させることができる。ま
た、メモリロックにブラケットを固定すれば、ドラムを柱状物に固定できるため、設置物
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に取り付けられたドラムの姿勢が安定する。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、メモリロックは上方に延びる
筒部を有し、ブラケットは上下方向に貫通する貫通孔を有し、ブラケットは、貫通孔に筒
部を挿通させてメモリロックに固定されることを要旨とする。
【００１２】
　この構成によれば、ブラケットの貫通孔にメモリロックの筒部を挿通させることで、ブ
ラケットとメモリロックとを同軸上に配置することができる。これにより、ドラムの取付
装置の小型化が可能となる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項２記載の発明において、ブラケットには、メモリロッ
クに対しブラケットを固定するためのロック部材が設けられ、ロック部材の回動操作によ
り、メモリロックにブラケットが固定されるか、ブラケットの固定が解除されることを要
旨とする。
【００１４】
　この構成によれば、ロック部材を回動操作するだけで、メモリロックに対しブラケット
が固定されるか、ブラケットの固定が解除される。つまり、ロック部材の簡単なワンタッ
チ操作により、メモリロックにブラケットが着脱される。このため、ドラムの収納時に、
ドラムを設置物から容易に取り外すことができる。また、ドラムの使用時には、ドラムを
設置物に対し容易に設置することができる。つまり、ドラムの取付装置の操作性が向上す
る。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項３記載の発明において、ロック部材は、リング状に形
成されると共にブラケットと同軸上に配置され、筒部は、ロック部材の内側に挿通される
ことを要旨とする。
【００１６】
　この構成によれば、ロック部材をブラケット及びメモリロックと同軸上に配置すること
ができるため、ドラムの取付装置の更なる小型化が可能となる。
　請求項５に記載の発明は、請求項３又は４記載の発明において、ロック部材には、係合
部が形成され、メモリロックには、係合部が係合される被係合部が形成され、係合部が被
係合部に係合するまでロック部材を回動させることにより、メモリロックにブラケットが
固定されることを要旨とする。
【００１７】
　この構成によれば、メモリロックにブラケットを固定するための部品は、ロック部材と
メモリロックとの２部品のみである。このため、部品点数を少なくできることから、部品
コストや組み付け工数等を低減することができる。
【００１８】
　請求項６に記載の発明は、請求項５記載の発明において、係合部は、ロック部材の内周
面に形成され、被係合部は、筒部の外周面に形成されていることを要旨とする。
　この構成によれば、ロック部材の回動操作に伴い、ロック部材の内周面を筒部の外周面
に対し摺動させながら、係合部を被係合部に係合させることができる。これにより、ロッ
ク部材の回動操作を違和感なく円滑に行うことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ドラムの高さ位置を容易に調節できると共にドラムの姿勢が安定する
ドラムの取付装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係るタム取付装置を備えたフロアタム、及びフロアタムが
設置されるフロアタム脚の斜視図。
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【図２】ブラケットの斜視図。
【図３】メモリロックの斜視図。
【図４】ブラケットの分解斜視図。
【図５】第１ブッシュの縦断面図。
【図６】（ａ）は第２ブッシュの斜視図、（ｂ）は図６（ａ）の６ｂ－６ｂ線に沿った断
面図、（ｃ）は図６（ａ）の６ｃ－６ｃ線に沿った断面図。
【図７】メモリロックの分解斜視図。
【図８】タム取付装置によりフロアタムをロッドに固定した状態を示す部分断面図。
【図９】フロアタム脚の分解斜視図。
【図１０】（ａ）は第１筒部を上向きして第１キャップに第２キャップを装着した状態を
示す部分断面図、（ｂ）は第２筒部を上向きしても第１キャップに２キャップを装着した
状態を示す部分断面図。
【図１１】（ａ）は操作レバーをアンロック位置に配置したときのロックリングと筒部と
の位置関係を示す部分平面図、（ｂ）が操作レバーをロック位置に配置したときのロック
リングと筒部との位置関係を示す部分平面図。
【図１２】（ａ）はフロアタムに固定されたブラケット、及びロッドに固定されたメモリ
ロックの斜視図、（ｂ）はブラケットがメモリロックに固定された状態を示す斜視図。
【図１３】タム取付装置を備えたシンバルスタンド、及びタムが設置されるシンバルスタ
ンドの斜視図。
【図１４】従来のタム取付装置を示す分解斜視図。
【図１５】従来のタム取付装置を示す部分断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明に係るドラムの取付装置をタム取付装置に具体化した一実施形態について
、図１～図１２（ｂ）を参照して説明する。
　図１に示すように、フロアタムＦＴは、円筒状のシェル１、打面ヘッド２、裏面ヘッド
３、上側フープ４、及び下側フープ５を備えている。上側フープ４は、シェル１の上開口
端に対し、打面ヘッド２と共に装着される。下側フープ５は、シェル１の下開口端に対し
、裏面ヘッド３と共に装着される。
【００２４】
　フロアタムＦＴは、３つのタム取付装置１０により、設置物としての３本のフロアタム
脚ＦＲに取り付けられて、床面上に設置される。各タム取付装置１０は、メモリロック１
５と、メモリロック１５上に配置されるフロアタムブラケット（以下、ブラケットと称す
）１２とにより構成されている。タム取付装置１０は、メモリロック１５に対しブラケッ
ト１２を固定可能に構成されている。
【００２５】
　メモリロック１５は、Ｔ型ナット５２を操作することで、フロアタム脚ＦＲを構成する
柱状物としてのロッドＲに固定されたり、ロッドＲから取り外されたりする。フロアタム
脚ＦＲに対するメモリロック１５の固定位置は、演奏者によって、フロアタムＦＴを演奏
し易い高さ及び角度にして床面上に設置できるように決められる。一方、ブラケット１２
は、シェル１３の外周面における下側フープ５付近に固定されている。
【００２６】
　次に、ブラケット１２及びメモリロック１５の各構成について図２～図８、図１１（ａ
）及び図１１（ｂ）を参照して説明する。尚、ブラケット１２及びメモリロック１５を説
明するに際し、上方、下方、左方、右方、前方及び後方のそれぞれを、図４及び図７に示
すように定義する。
【００２７】
　図２及び図４に示すように、ブラケット１２は、ブラケット本体２１、ロック部材とし
てのロックリング２２、ロックストッパ２３、第１ブッシュ２４、及び第２ブッシュ２５
を備えている。ブラケット本体２１は、略箱状の上側本体部２６と、上側本体部２６から
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下方に延びる下側本体部２７とを備えている。上側本体部２６の上面中央には、略円形状
の装着孔２８が開口している。装着孔２８は、上側本体部２６を上下方向に貫通する。上
側本体部２６の前面には、横長四角状の開口２９が形成されている。上側本体部２６の上
面後部には、一対の取付孔３０が形成されている。
【００２８】
　ロックリング２２の外周面からは、メモリロック１５へのブラケット１２の固定時に操
作される操作レバー２０が突出されている。図４、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示す
ように、ロックリング２２の内周面には、略半月状の一対の係合部３１が形成されている
。各係合部３１は、ロックリング２２の軸線に対して対称となる位置にそれぞれ配置され
ている。また、操作レバー２０と反対側に位置するロックリング２２の外周面には、突起
２２ａが形成されている。
【００２９】
　ロックストッパ２３は、基部２３ａと、基部２３ａの両側部から上方に延びる一対の取
付片２３ｂと、一対の取付片２３ｂ間を架設する上架設部２３ｃ及び下架設部２３ｄとを
備えている。基部２３ａには、切欠３３が形成されている。切欠３３は、上側本体部２６
の装着孔２８と同心の半円形状に形成されている。下架設部２３ｄは、前後方向に撓むこ
とができるよう板状に形成されている。具体的には、下架設部２３ｄは、ロックリング２
２の外周面に向けて突出するよう略台形状に形成されている。
【００３０】
　ロックストッパ２３は、対向する一対の側壁のそれぞれと下架設部２３ｄとの間に、略
三角形状の隙間２３ｓを有している。ロックストッパ２３の各隙間２３ｓには、操作レバ
ー２０をロック位置又はアンロック位置に配置したときにロックリング２２の突起２２ａ
が嵌入される。また、操作レバー２０をロック位置又はアンロック位置に配置するため軸
線Ｃ１周りに回動させるとき、ロックリング２２の突起２２ａは、下架設部２３ｄを後方
に撓ませながら下架設部２３ｄの表面上を移動する。
【００３１】
　図４及び図５に示すように、第１ブッシュ２４は、円形状の装着孔３４ａを有する環状
部３４と、環状部３４の後部から下方に延びる平坦部３５とを備えている。環状部３４の
前面中央には、横方向に延びる突起３６が形成されている。装着孔３４ａの内周面は、環
状部３４の下端から上端に向かうに従い装着孔３４ａの内径が小さくなるようテーパ状に
形成されている。第１ブッシュ２４は、ゴム等の弾性材料により形成されている。
【００３２】
　図４及び図６（ａ）～図６（ｃ）に示すように、第２ブッシュ２５は、略円形状の装着
孔３７ａを有する環状部３７と、環状部３７の下開口端に沿って設けられたフランジ部３
８とを備えている。環状部３７の外側形状は、ブラケット本体２１の装着孔２８と同じ形
状を有している。一方、環状部３７の内側形状は、図４に示す前後方向と左右方向とで異
なっている。即ち、装着孔３７ａの前後方向に配置される内周面は、図６（ｂ）に示すよ
うに、装着孔３７ａの軸線と平行に延びる平坦面となっている。装着孔３７ａの左右方向
に配置される内周面は、図６（ｃ）に示すように、環状部３７の下端から上端に向かうに
従い装着孔３７ａの内径が小さくなるようテーパ状に形成されている。第２ブッシュ２５
も、第１ブッシュ２４と同じく、ゴム等の弾性材料により形成されている。
【００３３】
　図２、図４及び図８に示すように、上側本体部２６内には、ロックリング２２、第１ブ
ッシュ２４の環状部３４、ロックストッパ２３及び第２ブッシュ２５が収容されている。
ロックリング２２、第１ブッシュ２４の環状部３４、ロックストッパ２３及び第２ブッシ
ュ２５は、上側本体部２６の装着孔２８と軸線Ｃ１と同軸上に配置されている。
【００３４】
　第２ブッシュ２５は、その上開口端を外部に露出させた状態で、上側本体部２６の装着
孔２８に装着されている。ロックストッパ２３は、一対の取付片２３ｂを取付孔３０に嵌
め込んだ状態で、上側本体部２６の中央後部に装着されている。第１ブッシュ２４は、突
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起３６を上側本体部２６の内溝２６ａに嵌め込むと共に平坦部３５を下側本体部２７に当
接させた状態で、上側本体部２６の下端に装着されている。
【００３５】
　ロックリング２２は、開口２９に連なる上側本体部２６内の空間に、上側本体部２６の
後部から嵌め込まれている。ロックリング２２は、上側本体部２６の内壁とロックストッ
パ２３とによって上下方向へ移動しないように支持されている。また、ロックリング２２
は、上側本体部２６内の空間において、装着孔２８の軸線Ｃ１周りに回動可能に支持され
ている。操作レバー２０は、上側本体部２６の開口２９から突出されている。
【００３６】
　ブラケット本体２１は、上側本体部２６及び下側本体部２７のそれぞれから後方に延び
る一対の取付部４０を有している。各取付部４０には、後方に開口した雌ねじ４１が形成
されている。ブラケット１２は、一対の取付部４０をシェル１３の取付孔に嵌め込むと共
にシェル１３の内側から２本のボルトを各取付部４０に締め付けることで、シェル１３に
固定されている。
【００３７】
　図３及び図７に示すように、メモリロック１５は、ホルダ本体５０、ホルダカバー５１
、Ｔ型ナット５２、スプリング５３、ボルト５４、及び連結ピン５５を備えている。ホル
ダ本体５０は、横孔５６ａを有する基部５６と、基部５６から上方に延びる筒部５７とを
備えている。基部５６の内側には、断面半円形状の凹部５６ｂが形成されている。基部５
６には、縦孔５８ａを有する上下一対の取付部５８が形成されている。
【００３８】
　筒部５７には、凹部５６ｂに連続して設けられると共に筒部５７の軸線に沿って延びる
上部挿通孔５７ａが形成されている。筒部５７の先端付近は、第２ブッシュ２５の装着孔
３７ａと一致するように形成されている。筒部５７は、基端から中央付近に至る第１の外
周面５７ｂと、中央付近にて一定幅を有する第２の外周面５７ｃと、中央付近から上端に
至る第３の外周面５７ｄとを備えている。第１及び第３の外周面５７ｂ，５７ｄいずれも
は、上方に向かうほど筒部５７の外径が小さくなるようテーパ状に形成されている。第２
の外周面５７ｃは、筒部５７の軸線と平行に延びる円筒状に形成されている。また、第２
の外周面５７ｃには、ロックリング２２の係合部３１と係合する被係合部としての一対の
係合凹部５９が形成されている。図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示すように、各係合凹
部５９は、筒部５７の軸線に対して対称となる位置にそれぞれ配置されている。
【００３９】
　図３及び図７に示すように、ホルダカバー５１の内側には、ホルダカバー５１の上端か
ら下端にかけて延びる断面半円形状の凹部５１ｂが形成されている。ホルダカバー５１の
凹部５１ｂは、基部５６の凹部５６ｂと共に、ロッドＲが挿通される下部挿通孔を形成す
る。上部挿通孔５７ａ及び下部挿通孔は、メモリロック１５内に設けられて上下方向に延
びる連続した一つの挿通孔を形成する。
【００４０】
　ホルダカバー５１は、ホルダ本体５０の横孔５６ａと一致する横孔５１ａを有している
。また、ホルダカバー５１には、ホルダ本体５０の両取付部５８間に配置されると共に縦
孔６１ａを有する取付片６１が形成されている。連結ピン５５は、両取付部５８の縦孔５
８ａと取付片６１の縦孔６１ａとに挿通される。ホルダカバー５１は、連結ピン５５によ
って、ホルダカバー５１の片側（左側部）に連結されている。
【００４１】
　スプリング５３は、ホルダ本体５０とホルダカバー５１との間に圧縮された状態で配置
されている。ボルト５４は、ホルダ本体５０の横孔５６ａとホルダカバー５１の横孔５１
ａとに対して後方から挿入される。ボルト５４は、ホルダ本体５０及びホルダカバー５１
間においてスプリング５３の内側に挿入されている。ボルト５４の先端は、ホルダカバー
５１の横孔５１ａから前方に突出している。ボルト５４の先端には、Ｔ型ナット５２がワ
ッシャを介して螺着されている。
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【００４２】
　図８に示すように、ブラケット１２をメモリロック１５に固定した状態で、筒部５７は
、上側本体部２６の装着孔２８に挿通され、基部５６は、上側本体部２６の下方に配置さ
れている。基部５６の後面は、ブラケット１２の下部前面、即ち、ブラケット本体２１に
組み付けられた第１ブッシュ２４の平坦部３５に当接されている。筒部５７は、ロックリ
ング２２、第１ブッシュ２４の環状部３４、ロックストッパ２３及び第２ブッシュ２５の
内側に挿通されている。また、筒部５７は、ロックリング２２、第１ブッシュ２４の環状
部３４、ロックストッパ２３、第２ブッシュ２５、及び上側本体部２６の装着孔２８の各
軸線と同軸上にそれぞれ配置されている。
【００４３】
　続いて、フロアタム脚ＦＲの構成について図９～図１０（ｂ）を参照して説明する。
　図９に示すように、フロアタム脚ＦＲは、ロッドＲと、ロッドＲの下端に装着される第
１キャップ６２と、第１キャップ６２の下部に装着される第２キャップ６３とを備えてい
る。第１キャップ６２は、ロッドＲの下端が差し込まれる差込口６２ａを有している。ま
た、第１キャップ６２の上端には、差込口６２ａを包囲するようにフランジ６２ｂが形成
されている。第１及び第２キャップ６２，６３はいずれも、ゴム等の弾性材料により形成
されている。第１キャップ６２の硬度は、第２キャップ６３の硬度よりも高く設定されて
いる。
【００４４】
　第２キャップ６３は、第２キャップ６３の軸線に沿って延びる第１筒部６５と、第１筒
部６５よりも外側へ膨らむよう形成された第２筒部６６とを備えている。第２筒部６６は
、第１筒部６５の軸線と同軸上に配置されると共に第１筒部６５に一体形成されている。
第１筒部６５及び第２筒部６６の境界部には、第２キャップ６３の軸線に向けて突出する
突起６７が形成されている。突起６７は、第２キャップ６３の内周面に沿って環状に延び
ている。第１筒部６５及び第２筒部６６の各開口端は、第１キャップ６２の下部と同一形
状を有している。このため、第２キャップ６３は、図１０（ａ）に示すように、第１筒部
６５を上向きして第１キャップ６２に装着可能であると共に、図１０（ｂ）に示すように
、第２筒部６６を上向きしても第１キャップ６２に装着可能である。
【００４５】
　次に、上記のタム取付装置１０の作用について、図１１（ａ）～図１２（ｂ）を参照し
て説明する。
　まず、図１２（ａ）に示すように、メモリロック１５を、各フロアタム脚ＦＲのロッド
Ｒに固定する。具体的には、まず、図７に示すボルト５４に螺着されたＴ型ナット５２を
緩める。すると、図７に示すスプリング５３の付勢力によって、ホルダカバー５１が、連
結ピン５５を中心に回動し、ホルダ本体５０に対して少し開く。この状態で、メモリロッ
ク１５の挿通孔にロッドＲを挿通させて所定位置に移動させた後、ボルト５４に螺着され
たＴ型ナット５２を締め付ける。
【００４６】
　次に、ブラケット１２をメモリロック１５上に配置する。具体的には、図１２（ａ）に
示すように、まず、ブラケット１２の操作レバー２０の位置がアンロック位置に切り換え
られていることを確認する。そして、図１２（ｂ）に示すように、ブラケット１２の装着
孔２８内にロッドＲと共に筒部５７を挿通させることによって、ブラケット１２をメモリ
ロック１５上に組み付ける。このとき、図１２（ｂ）の二点差線に示すように、操作レバ
ー２０の位置は、アンロック位置に切り換えられている。このため、図１１（ａ）に示す
ように、ロックリング２２の係合部３１は、筒部５７の係合凹部５９に係合されていない
。
【００４７】
　最後に、ブラケット１２をメモリロック１５に固定する。具体的には、操作レバー２０
を左方向にスライド操作して、操作レバー２０の位置を、図１２（ｂ）の実線に示すロッ
ク位置に切り換える。操作レバー２０のスライド操作により、ロックリング２２が図１１
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（ａ）に示す状態から時計回りに回動して、図１１（ｂ）に示すように、ロックリング２
２の係合部３１が筒部５７の係合凹部５９に係合される。こうして、ブラケット１２がメ
モリロック１５から外れないように固定される。尚、ブラケット１２をメモリロック１５
から取り外す場合は、上記一連の操作と逆の操作を行えばよい。
【００４８】
　上記一連の操作が、３本のフロアタム脚ＦＲにつきそれぞれ行われる。本実施形態によ
れば、メモリロック１５にブラケット１２を固定できるため、メモリロック１５を操作す
るだけで、３本のフロアタム脚ＦＲに対するフロアタムＦＴの高さ位置を容易に調節でき
る。よって、フロアタムＦＴの高さ位置を調節する場合、ブラケット１２及びメモリロッ
ク１５の両方をロッドＲから取り外す必要はない。また、メモリロック１５に対しブラケ
ット１２が着脱可能であるため、フロアタムＦＴを３本のフロアタム脚ＦＲから容易に取
り外すことができる。また、メモリロック１５にブラケット１２を固定できるため、フロ
アタムＦＴを、床面上に安定した姿勢で設置することもできる。
【００４９】
　従って、本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）タム取付装置１０は、メモリロック１５に対しブラケット１２を固定可能に構成
されている。この構成によれば、メモリロック１５にブラケット１２を固定できるため、
メモリロック１５を操作するだけで、３本のフロアタム脚ＦＲに対するフロアタムＦＴの
高さ位置を容易に調節することができる。つまり、ボルトを締め付けたり緩めたりする作
業が少なくなるため、フロアタムＦＴの高さ位置を調節するための作業を軽減することが
できる。また、メモリロック１５からブラケット１２を取り外して使用することで、フロ
アタムＦＴの取付位置をロッドＲに記憶させる従来のメモリロックの機能を備えることも
できる。つまり、メモリロック１５によりフロアタムＦＴの取付位置が記憶されるため、
フロアタムＦＴを収納してから再び使用する場合、フロアタムＦＴのセッティングを素早
く完了させることができる。また、メモリロック１５にブラケット１２を固定すれば、フ
ロアタムＦＴをロッドＲに固定できるため、３本のフロアタム脚ＦＲに取り付けられたフ
ロアタムＦＴの姿勢が安定する。
【００５０】
　（２）ホルダ本体５０は、基部５６から上方に延びる筒部５７を備えている。一方、ブ
ラケット本体２１は、上側本体部２６を上下方向に貫通する装着孔２８を有している。ま
た、ブラケット１２をメモリロック１５に固定した状態で、筒部５７は、上側本体部２６
の装着孔２８に挿通されている。この構成によれば、ブラケット１２の装着孔２８にメモ
リロック１５の筒部５７を挿通させることで、ブラケット１２とメモリロック１５とを同
軸上に配置することができる。これにより、タム取付装置１０の小型化が可能となる。
【００５１】
　（３）ブラケット１２は、ロック部材としてのロックリング２２を備えている。ロック
リング２２の外周面には、操作レバー２０が形成されている。また、操作レバー２０をス
ライド操作するだけで、ブラケット１２がメモリロック１５に固定されたり、メモリロッ
ク１５に対するブラケット１２の固定が解除されたりする。このように、ロックリング２
２の簡単なワンタッチ操作によって、メモリロック１５にブラケット１２を着脱すること
ができる。このため、フロアタムＦＴの収納時には、フロアタムＦＴを各フロアタム脚Ｆ
Ｒから容易に取り外すことができる。また、フロアタムＦＴの使用時には、フロアタムＦ
Ｔを各フロアタム脚ＦＲに対し容易に設置することができる。つまり、タム取付装置１０
の操作性が向上する。
【００５２】
　（４）ロックリング２２は、上側本体部２６の装着孔２８と同軸上に配置されている。
また、筒部５７は、ロックリング２２の内側に挿通されている。この構成によれば、ロッ
クリング２２を、ブラケット１２及びメモリロック１５と同軸上に配置することができる
。このため、タム取付装置１０の更なる小型化が可能となる。
【００５３】
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　（５）ロックリング２２の内周面には、一対の係合部３１が形成されている。筒部５７
の外周面には、ロックリング２２の係合部３１と係合する一対の係合凹部５９が形成され
ている。操作レバー２０をアンロック位置からロック位置にスライドさせると、ロックリ
ング２２が図１１（ａ）に示す状態から時計回りに回動して、ロックリング２２の係合部
３１が筒部５７の係合凹部５９に係合される。この構成によれば、メモリロック１５に対
しブラケット１２を固定するための部品は、ロックリング２２とメモリロック１５との２
部品のみである。このため、タム取付装置１０の製造において、部品点数を少なくできる
ことから、部品コストや組み付け工数等を低減することができる。
【００５４】
　（６）上述したように、操作レバー２０のロック位置へのスライド操作により、ブラケ
ット１２がメモリロック１５に固定される。一方で、操作レバー２０のアンロック位置へ
のスライド操作により、メモリロック１５に対するブラケット１２の固定状態が解除され
る。この場合、操作レバー２０のスライド操作に伴い、ロックリング２２を、装着孔２８
の軸線Ｃ１周りに回動させることができる。これにより、ロックリング２２の内周面を、
円筒状に形成された筒部５７の第２の外周面５７ｃに対し摺動させることができる。よっ
て、係合部３１を係合凹部５９に係合させるためのロックリング２２の回動操作を、違和
感なく円滑に行うことができる。
【００５５】
　（７）第１ブッシュ２４及び第２ブッシュ２５はいずれも、ゴム等の弾性材料により形
成されている。この構成によれば、第１ブッシュ２４及び第２ブッシュ２５により、フロ
アタムＦＴを叩打して生じる振動を吸収することができる。このため、フロアタムＦＴの
振動がタム取付装置１０及びフロアタム脚ＦＲを介して床面へと伝達されなくなる。これ
により、フロアタムＦＴの音質が向上する。また、フロアタムＦＴを叩打したときに演奏
者の手に伝わる振動を小さく抑えることができる。これにより、フロアタムＦＴが演奏し
易くなる。
【００５６】
　（８）第１筒部６５を上向きして第２キャップ６３を第１キャップ６２に装着すること
で、第２筒部６６による防振機能を高めることができる。この場合、フロアタムＦＴを叩
打したときの振動により、打面ヘッド２が揺れ易くなる反面、フロアタムＦＴの設置位置
が元の位置からずれることを抑制できる。また、フロアタムＦＴの打感を柔らかくするこ
ともできる。一方、第２筒部６６を上向きして第２キャップ６３を第１キャップ６２に装
着することで、第２筒部６６による防振機能が抑えられる。この場合、フロアタムＦＴの
設置位置が元の位置からずれ易くなる反面、打面ヘッド２を揺れ難くすることができる。
また、フロアタムＦＴの打感を硬くすることもできる。
【００５７】
　（９）第１ブッシュ２４の装着孔３４ａの内周面、及び第２ブッシュ２５の装着孔３７
ａの内周面はいずれも、テーパ状に形成されている。これに対し、第１及び第２ブッシュ
２４，２５の装着孔３４ａ，３７ａにそれぞれ挿通される筒部５７の第１及び第３の外周
面５７ｂ，５７ｄも、テーパ状に形成されている。これにより、第１及び第２ブッシュ２
４，２５への筒部５７の挿抜が容易に行えるため、メモリロック１５にブラケット１２を
容易に着脱することができる。
【００５８】
　（１０）基部５６の後面は、ブラケット本体２１に組み付けられた第１ブッシュ２４の
平坦部３５に当接されている。これにより、ブラケット１２及びメモリロック１５の相対
回転を規制することができる。よって、タム取付装置１０は、フロアタムＦＴの取付位置
をロッドＲに記憶させる従来のメモリロックの機能に加え、フロアタムＦＴの取付角度を
ロッドＲに記憶させるメモリロック機能も備えることができる。
【００５９】
　（１１）操作レバー２０をロック位置又はアンロック位置に配置するため軸線Ｃ１周り
に回動させるとき、ロックリング２２の突起２２ａは、下架設部２３ｄを後方に撓ませな
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がら下架設部２３ｄの表面上を移動する。そして、操作レバー２０がロック位置又はアン
ロック位置に移動したとき、下架設部２３ｄの撓みが解放されると同時に、ロックリング
２２の突起２２ａがロックストッパ２３の隙間２３ｓに嵌入される。このとき、操作者は
、クリック感を感じるため、操作レバー２０がロック又はアンロックされたことを認識す
ることができる。また、この構成によれば、操作レバー２０がロック位置とアンロック位
置との間の中間位置に保持されないため、操作レバー２０のロック位置又はアンロック位
置への切換操作を確実に行える。
【００６０】
　なお、本実施形態は、以下のように変更してもよい。
　・本実施形態において、タム取付装置１０は、フロアタムＦＴをフロアタム脚ＦＲに設
置する場合に限らず、専用のタムスタンドに設置する際に用いてもよい。また、タム取付
装置１０は、ドラムセットを構成するタムのシンバルスタンドへの設置や、バスドラムに
固定されたタムホルダへの設置等に用いてもよい。例えば、図１３に示すように、タム取
付装置１０をシンバルスタンドＳＳに適用する場合、タムＴは、１つのタム取付装置１０
により、設置物としてのシンバルスタンドＳＳに設置される。タム取付装置１０は、メモ
リロック１５と、ブラケット１２とにより構成されている。ブラケット１２は、タムＴの
シェルの外周面に固定されている。メモリロック１５は、シンバルスタンドＳＳに固定さ
れたタムホルダＴＨから突出したＬ字ロッドＬＲに固定されている。タムホルダＴＨは、
支柱７０を構成する上下一対のパイプ７１，７２のうち上パイプ７１に固定されている。
【００６１】
　・本実施形態において、柱状物としてのロッドＲに代えて、中空パイプを用いてもよい
。また、柱状物の断面形状は、円形以外に、例えば、四角形や六角形等の多角形であって
もよい。
【００６２】
　・本実施形態において、タム取付装置１０を、縦方向に延びるロッドＲに固定したが、
横方向に延びるロッドＲに固定できるように構成してもよい。
　・本実施形態において、メモリロック１５のホルダ本体５０から、筒部５７を省略して
もよい。この場合、第２ブッシュ２５の装着孔２８の内径をロッドＲの外径と一致させる
ことにより、タム取付装置１０に固定されるロッドＲのぐらつきを防止することができる
。
【００６３】
　・本実施形態において、ブラケット１２から、第１ブッシュ２４及び第２ブッシュ２５
のうち少なくとも一方を省略してもよい。
　・本実施形態において、第１ブッシュ２４及び第２ブッシュ２５を、ウレタン樹脂やス
ポンジ等といったゴム以外の弾性材料により形成してもよい。また、第１ブッシュ２４及
び第２ブッシュ２５を、弾性を有しない任意の材料により形成してもよい。
【００６４】
　・本実施形態において、ロックリング２２の係合部３１を筒部５７の係合凹部５９に係
合させて、ブラケット１２をメモリロック１５に対し機械的に固定していたが、図３に示
すような上下一対の壁面を有する係合凹部５９に代えて、上壁のみを有する係合凹部とし
てもよい。つまり、ロックリング２２が筒部５７から上方へ抜けないように、係合凹部５
９の形状を適宜変更してもよい。また、上記のような機械的に固定する方法に代えて、例
えば、磁石の磁力を利用することによって、ブラケット１２をメモリロック１５に対し磁
気的に固定してもよい。
【００６５】
　・本実施形態において、ロックリング２２及び筒部５７に対する係合部３１及び係合凹
部５９の位置関係を逆にしてもよい。つまり、ロックリング２２に係合凹部５９を形成し
、筒部５７に係合部３１を形成してもよい。
【００６６】
　・本実施形態において、メモリロック１５にブラケット１２を着脱するための構成とし
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て、ロックリング２２に係合部３１を設けると共に筒部５７に係合凹部５９を設けたが、
ボルト及びナットを用いてメモリロック１５にブラケット１２を着脱するようにしてもよ
い。
【００６７】
　・本実施形態において、ブラケット１２をメモリロック１５にロックするためのロック
部材として、回動操作されるロックリング２２を採用したが、例えば、スライド操作やプ
ッシュ操作によりブラケット１２がメモリロック１５にロックされるロック部材を採用し
てもよい。また、この場合、リング状以外の形状を有するロック部材を採用してもよい。
【００６８】
　・本実施形態において、タム取付装置１０を、例えばスネアドラム等のタム以外のドラ
ムを取り付けるドラムの取付装置に変更してもよい。
【符号の説明】
【００６９】
　Ｃ１…軸線、ＦＴ…フロアタム（ドラム）、ＦＲ…フロアタム脚（設置物）、１０…タ
ム取付装置（ドラムの取付装置）、Ｒ…ロッド（柱状物）、１２…ブラケット、１５…メ
モリロック、２２…ロックリング（ロック部材）、２８…装着孔（貫通孔）、３１係合部
、５７…筒部、５７ａ…外周面、５９…係合凹部（被係合部）。



(13) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図１】



(14) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図２】

【図３】



(15) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図４】



(16) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図５】

【図６】



(17) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図７】



(18) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図８】



(19) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図９】

【図１０】



(20) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図１１】



(21) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図１２】



(22) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図１３】



(23) JP 5735463 B2 2015.6.17

【図１４】

【図１５】



(24) JP 5735463 B2 2015.6.17

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０７－０５５０９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－３１１９５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５５０７５８４（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開平０７－２１０１５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１２７６６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２２５０５４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１０Ｄ　　１３／００　　　　
              Ｇ１０Ｄ　　１３／０２　　　　
              Ｇ１０Ｇ　　　５／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

