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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体に対して車輪を上下方向に揺動自在に支持するサスペンション装置であって、
　前記車輪を回転自在に支持する車輪支持部材から車両内側で、かつ、後方に延びるロア
アームと、
　前記ロアアームの車両内側を支持するとともに、車体に取り付けられるサスペンション
メンバと、
　前記サスペンションメンバに前方に向かって上下方向に揺動自在に取り付けられるとと
もに、車幅方向に延びる中央部と該中央部の両端部から前方に延びる端部とで平面視コ字
状に形成され、かつ、該端部の少なくとも一部がバンプ時に前記ロアアーム上面より下方
に位置するように設定されたスタビライザと、
　前記サスペンションメンバに設けられ、前記スタビライザの中央部よりも前方かつ端部
の前端よりも後方において車幅方向に延びるステアリングラックと、
　前記サスペンションメンバに設けられ、前記ロアアームと平面視でオーバラップする位
置に設けられた中間マウントを含む片側３点のマウントと、
　を有し、
　前記ロアアームは、平面視で前記スタビライザ及び前記ステアリングラックとオーバラ
ップする位置において前記スタビライザが挿通可能となるように形成された開口部を有し
、この開口部はさらに、前記中間マウントを車体へ取り付けるための取付用開口として共
用されるべく、平面視で前記ステアリングラックとオーバラップする位置から車両前方、
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かつ前記スタビライザの端部の前端よりも車両後方の位置まで延設され、
　前記スタビライザは、車輪接地時よりも前記ロアアームが下方に下がることで、前記取
付用開口と干渉せず、かつ、車輪接地時は、前記取付用開口として利用される領域の少な
くとも一部を挿通域とするように構成される
　ことを特徴とするサスペンション装置。
【請求項２】
　前記開口部は、前記ロアアームを略均等に２分するように形成されることを特徴とする
請求項１に記載のサスペンション装置。
【請求項３】
　前記ロアアームは、平面視で前記スタビライザの端部における延び方向に沿って形成さ
れ、なおかつ、前記開口部が、前記ロアアームの延び方向に沿って形成されることを特徴
とする請求項１又は２に記載のサスペンション装置。
【請求項４】
　前記スタビライザは、前記ステアリングラックと上下方向でほぼ同じ位置で、かつ、近
接して設けられるように構成されることを特徴とする請求項１から３までのいずれか１項
に記載のサスペンション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サスペンション装置に関し、特に、ロアアームおよびスタビライザを備える
サスペンション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サスペンションの省スペース化は、自動車のコンパクト化を図る上で重要である。しか
し、その際には部材同士の干渉を避けるための工夫が必要となる。
【０００３】
　たとえば、特開２００５－１１２２１３号公報（特許文献１）には、ロアアームとスタ
ビライザバーとを含むサスペンションにおいて、少なくともフルリバウンド時に、スタビ
ライザバーの少なくとも一部がロアアームに形成された凹部または貫通穴に収容されるよ
うにした構造が開示されている。同文献には、このような凹部または貫通穴は、スタビラ
イザバーを配設する目的でロアアームに形成される。また、設計上の強度を得る目的、軽
量化の目的等で凹部や貫通穴が形成されることがあり、その凹部や貫通穴を利用して形成
されるとの記載がある。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１１２２１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、乗用車等の自動車におけるサスペンションは多くの場合、車体側フレームに
直接組み付けられるのではなく、サブフレームとしてのサスペンションメンバに組み付け
られ、そのサスペンションメンバが車体側フレームの下部に結合される（サブフレーム方
式）。サスペンションとボデーとの間にサスペンションメンバを介在させることによって
高い剛性を確保することができ、かつ、サスペンションからの振動を効果的に遮断するこ
ともできる。また、サスペンションメンバを介在させることは、サスペンション搭載時の
作業効率や組み付け精度の点でも有利である。
【０００６】
　サスペンションメンバは一般に、全体としては略四角形の枠型形状をなし、その四隅付
近（すなわち、左右片側２点）にマウントを設け車体側フレームの下部に結合される。組
立工程において、サスペンションメンバの車体側フレームへの組み付けの際には、サスペ
ンションメンバの各マウントの下側から、車体側フレーム結合用の治具が装着され、この
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治具を使用してマウンティングラバーの圧入やボルトの締め付けなどが行われる。
【０００７】
　一方近年では、振動低減効果の向上をねらって、左右片側２点の中間部にもう一点ずつ
マウントを設け（中間マウント）、左右片側３点において車体側フレームと結合するよう
にしたものが増えている。この中間マウントは、サスペンションメンバの、ちょうどロア
アームの上部にあたる位置（すなわち、平面視でロアアームとオーバラップする位置）に
設けられることが多い。そのため、この中間マウントの下側に車体側フレーム結合用の治
具を装着するためには、ロアアームが邪魔になる。そこで、従来より、ロアアームに車体
側フレーム結合用の治具を貫通させるための開口を設け、組立工程において、その開口を
通して組付治具を中間マウントに装着することが行われていた。
【０００８】
　しかし、上述の特許文献１には、このようなサスペンションメンバの車体側フレームへ
の取付作業時に生じるロアアーム構造の課題の認識はまったくなく、したがって、片側３
点のマウントを有するサスペンションメンバを採用した場合に、ロアアームに、中間マウ
ントに係る車体側フレーム結合用の治具を貫通させるための開口が設けられることについ
ての記載はない。
【０００９】
　本発明の目的は、レイアウト性を損なうことなくロアアームとスタビライザとが干渉す
る問題を解消し、なおかつ、サスペンションメンバに設けられた中間マウントへの車体側
フレーム結合用の治具の装着の障害とならない構造のサスペンション装置を実現すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面は、車体に対して車輪を上下方向に揺動自在に支持するサスペンション
装置に係り、前記車輪を回転自在に支持する車輪支持部材から車両内側で、かつ、後方に
延びるロアアームと、前記ロアアームの車両内側を支持するとともに、車体に取り付けら
れるサスペンションメンバと、前記サスペンションメンバに前方に向かって上下方向に揺
動自在に取り付けられるとともに、車幅方向に延びる中央部と該中央部の両端部から前方
に延びる端部とで平面視コ字状に形成され、かつ、該端部の少なくとも一部がバンプ時に
前記ロアアーム上面より下方に位置するように設定されたスタビライザと、前記サスペン
ションメンバに設けられ、前記スタビライザの中央部よりも前方かつ端部の前端よりも後
方において車幅方向に延びるステアリングラックと、前記サスペンションメンバに設けら
れ、前記ロアアームと平面視でオーバラップする位置に設けられた中間マウントを含む片
側３点のマウントとを有し、前記ロアアームは、平面視で前記スタビライザ及び前記ステ
アリングラックとオーバラップする位置において前記スタビライザが挿通可能となるよう
に形成された開口部を有し、この開口部はさらに、前記中間マウントを車体へ取り付ける
ための取付用開口として共用されるべく、平面視で前記ステアリングラックとオーバラッ
プする位置から車両前方、かつ前記スタビライザの端部の前端よりも車両後方の位置まで
延設され、前記スタビライザは、車輪接地時よりも前記ロアアームが下方に下がることで
、前記取付用開口と干渉せず、かつ、車輪接地時は、前記取付用開口として利用される領
域の少なくとも一部を挿通域とするように構成されることを特徴とする。
【００１１】
　この構成によれば、サスペンションメンバに片側３点のマウントを設けた場合において
、ロアアームに設けられる開口部は、スタビライザが挿通可能に形成され、これによりロ
アアームとスタビライザとが干渉しなくなるだけでなく、この開口部が、中間マウントを
車体へ取り付けるための取付用開口として共用されるので、このロアアームに中間マウン
トを車体に取り付けるための取付用開口を別途設ける必要がなく、ロアアームには１つの
開口を形成するだけで済むため、ロアアームの剛性を容易に確保できるとともに、ロアア
ームの製造性をも高めることができる。
【００１４】
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　本発明の好適な実施形態によれば、前記開口部は、前記ロアアームを略均等に２分する
ように形成されることが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、ロアアームの軽量化および剛性を両立することができる。要するに
、開口部はロアアームの端部に片寄って形成されるのではなく、ロアアームの中央部に形
成される。こうすることで、ロアアームの軽量化および剛性を両立することができる。
【００１６】
　本発明の好適な実施形態によれば、前記ロアアームは、平面視で前記スタビライザの端
部における延び方向に沿って形成され、なおかつ、前記開口部が、前記ロアアームの延び
方向に沿って形成されることが好ましい。
【００１７】
　この構成によって、ロアアーム３の開口をロアアームの中央部に形成し易くなり、開口
部はロアアームの端部に片寄って形成されにくくなるため、より確実にロアアームの軽量
化および剛性を両立することが可能となる。
【００１８】
　本発明の好適な実施形態によれば、前記スタビライザは、ステアリングラックと上下方
向でほぼ同じ位置で、かつ、近接して設けられるように構成されることが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、スタビライザとステアリングラックとを近接して配置することがで
き、エンジンルームのコンパクト化を図ることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、サスペンションのレイアウト性を損なうことなくロアアームとスタビ
ライザとが干渉する問題を解消することができ、なおかつ、サスペンションメンバに設け
られた中間マウントへの車体側フレーム結合用の治具の装着の障害とならない構造のサス
ペンション装置が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明
は以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の実施に有利な具体例を示すにすぎ
ない。また、以下の実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の課
題解決手段として必須のものであるとは限らない。
【００２２】
　図１は、本実施形態におけるサスペンション装置の平面図、図２は図１のサスペンショ
ン装置の側面図である。ここではサスペンション装置の一例としてダブルウィッシュボー
ン式のサスペンションを示すが、本発明はその他の方式、たとえば、ストラット式のサス
ペンションにも適用することができる。
【００２３】
　１はサスペンションメンバ（サブフレーム）である。このサスペンションメンバ１は、
平面から見て略コ字状に形成された前半部分の第１フレーム１ａと、平面から見て略コ字
状に形成された後半部分の第２フレーム１ｂとを有し、この第２フレーム１ｂの前端部に
第１フレーム１ａの後端部が挿入されて溶接されるなどの手段で接合されることにより、
平面視で略ロ字状に形成されている。この閉領域内に、パワートレイン６０が配置される
ことになる。
【００２４】
　２，２は車体前後方向に延びる左右一対のボデーサイドフレーム、２ａは上記左右一対
のボデーサイドフレーム２，２に橋渡され、車幅方向に横断するクロスメンバである。サ
スペンションメンバ１は後述するような取付構造にてロアアームを連結した状態で、この
ボデーサイドフレーム２，２およびクロスメンバ２ａに組み付けられる。具体的には、こ
の組付けのために、サスペンションメンバ１の第１フレーム１ａの前端部左右に前方マウ



(5) JP 4654859 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

ント１２，１２が設けられ、第２フレーム１ｂの車体前後方向の中間部にブラケット１６
，１６を介して中間マウント１３，１３が設けられ、同じく第２フレーム１ｂの後端部左
右に後方マウント１４，１４が設けられている。すなわち、このサスペンションメンバ１
は、左右片側３点、全６点のマウントを備えている。これらの各マウントには、振動を遮
断するためのマウンティングラバーが設けられている。そして、前方マウント１２，１２
および中間マウント１３，１３はボデーサイドフレーム２，２と接合され、後方マウント
１４，１４はそれぞれクロスメンバ２ａに接合される。このような片側３点のマウントを
有する構造は、片側２点の方式に比べ、振動遮断効果に優れ、乗り心地を向上させること
ができるなどの利点がある。
【００２５】
　３，３はロアアーム、４，４はアッパアームである。また、５，５はロアアーム３およ
びアッパアーム４を介して連結され、車輪を回転自在に支持する車輪支持部材、６，６は
下端部がロアアーム３，３に支持されたコイルスプリングおよびオイルダンパを有する緩
衝装置、７は左右の緩衝装置６，６を互いに連結するスタビライザである。このスタビラ
イザ７の前方にはステアリングラック２０が近接して配されており、タイロッド２１を介
して車輪支持部材５に（図３参照）に接続される。
【００２６】
　８，８は、ロアアーム３，３をサスペンションメンバ１に取り付けるためのロアアーム
取付ブラケットである。このロアアーム取付ブラケット８の車外方の一端部では、ラバー
ブッシュなどを介在させてロアアーム３を揺動自在に支持し、車内方の他端部はサスペン
ションメンバ１に挿入されるなどして固定される。
【００２７】
　図３は、図１を車体の右斜め後方から見た構造斜視図である。ここではアッパアーム４
や緩衝装置６の図示は省略されている。
【００２８】
　スタビライザ７について詳述すると、車幅方向に延びるスタビライザ７の中央部７ａは
アッパプレート１５によってサスペンションメンバ１に前方に向かって上下方向に揺動自
在に支持されるとともに、この中央部７ａの左右端から前方に延びるスタビライザ７の端
部７ｂは例えばボールジョイントを介してロアアーム３に連結されており、平面視で略コ
字状に形成されている。もっともスタビライザの端部７ｂの処理はこれに限るものではな
い。たとえば、スタビライザ７の端部７ｂを緩衝装置６に連結するようにしてもよい。い
ずれにせよ、このような構成により、スタビライザ７はアッパプレート１５を支点として
前方に向かって上下方向に揺動する。
【００２９】
　このスタビライザ７は、コの字状に曲げられた棒鋼であり、その中央部７ａを主にトー
ションバーとして使用するものである。具体的には、左右両輪が同時に上下する場合には
ばね作用が生じないように取り付けられ、両輪のストロークに差が生じたときにトーショ
ンバーのねじれによってこのストローク差を小さくするようにばね作用を生じさせる働き
をする。この働きを首尾良く実現させるように設計すると、スタビライザ７は基本的には
、ステアリングラック２０と上下方向においてほぼ同じ位置で、なおかつ、近接して設け
られることになる。ただし、スタビライザ７はコの字形状のため、その端部７ｂの前端は
ステアリングラック２０より前方に位置する一方、中央部７ａはステアリングラック２０
よりも後方に位置することになる。つまり、スタビライザ７の端部７ｂとステアリングラ
ック２０もしくはタイロッド２１とは交差する。ここで図３を参照するとよく分かるよう
に、本実施形態におけるスタビライザ７は、ステアリングラック２０もしくはタイロッド
２１の下方を挿通するように配される。このような三次元的に交差する構成により、スタ
ビライザ７とステアリングラック２０とを近接して配置することができ、エンジンルーム
のコンパクト化を図ることができる。
【００３０】
　さて、図２、図３を参照すると分かるように、スタビライザ７の下方には、ロアアーム
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３が位置している。上述したとおり、スタビライザ７は、アッパプレート１５を支点とし
て揺動する一方、ロアアーム３は、ロアアーム取付ブラケット８を支点として揺動する。
したがって、スタビライザ７とロアアーム３との上下方向における相対位置関係は車輪支
持部材５の上下方向の移動に伴い変化する。そのため、設計によっては、スタビライザ７
とロアアーム３とが干渉する可能性が高い。しかしながら、車両のコンパクト化のニーズ
を満たす観点からは、スタビライザ７とロアアーム３との上下方向の離間長を長くするこ
とは困難な状況である。
【００３１】
　そこで、本実施形態では、スタビライザ７の下方に位置するロアアーム３に、平面視で
スタビライザ７とオーバラップする位置に、そのスタビライザ７が挿通可能となるような
開口部３ａが形成される。図６は図4のＢ－Ｂ要部断面を示している。また、図７は図４
のＣ－Ｃ要部断面を示している。この図６及び図７に示されるように、スタビライザ７の
端部７ｂは少なくともその一部がロアアーム３の上面より低い位置に位置して、ロアアー
ム３に形成された開口部３ａの内部を挿通する状態で配設される。したがって、スタビラ
イザ７とロアアーム３の揺動状態にかかわらず、両者が干渉することはない。これより、
ロアアーム３との距離の制約を受けることなく、的確なスタビライザ７の配設設計を行う
ことができる。
【００３２】
　スタビライザ７とロアアーム３との干渉防止の観点からは、開口部３ａは、スタビライ
ザ７がステアリングラック２０の下方を通る部分にのみ設ければよいであろう。しかし本
実施形態では、開口部３ａはより大型のものとした。その理由は次のとおりである。
【００３３】
　組立工程において、ボデーサイドフレーム２およびクロスメンバ２ａへのサスペンショ
ンメンバ１の組み付けの際には前方マウント１２，１２、中間マウント１３，１３、後方
マウント１４，１４のそれぞれの下部に組付治具が装着される。これらの組付治具をサス
ペンションメンバ１の各装着し、そのサスペンションメンバ１を上方に位置しているボデ
ーサイドフレーム２およびクロスメンバ２ａにセットする。そして、これらの組付治具を
使用して、マウンティングラバーの圧入やボルトの締め付けなどが行われる。
【００３４】
　ここで図３の中間マウント１３に注目されたい。５０が中間マウント１３の下部に装着
された組付治具である。さて、組付治具５０を中間マウント１３の下部に装着するために
は、中間マウント１３の下方に位置しているロアアーム３が障害になる。そのため従来よ
り、ロアアーム３に組付治具５０を貫通させるための開口５１（図４参照）を設けること
が必要であった。しかし、上述したようなスタビライザ挿通用の開口部３ａと組付治具貫
通用の開口５１とを別々に設けることには取り立てて利点はなく、むしろ、ロアアーム３
に２つの開口を設ける点で製造性の面では不利であり、かつ、ロアアーム３の剛性の確保
も難しくなるといえる。そこで本実施形態では、スタビライザ挿通用の開口部３ａを大型
のものとし、この開口部３ａを中間マウント１３をボデーサイドフレーム２およびクロス
メンバ２ａに取り付けるための取付用開口として共用するようにしたのである。
【００３５】
　このことを、図５を参照して説明する。図５は、図１のＡ－Ａ要部断面図である。図示
のように、中間マウント１３は、サスペンションメンバ１に支持されるブラケット１６に
よって固定されている。この中間マウント１３の下方にはロアアーム３が位置しているた
め、上記のとおり、このロアアーム３には、中間マウント１３直下方の領域を含んだ開口
部３ａが形成される。そして、組立工程においては、組付治具５０がロアアーム３の下方
から開口部３ａ（組付治具貫通用の開口５１）を貫通して中間マウント１３の下部に装着
される。こうして、その上方に位置されているボデーサイドフレーム２の所定位置に当接
されて、組み付け作業が行われる。
【００３６】
　図４は、本実施形態におけるロアアーム３に設けられる開口部３ａの例を示す図である
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。図示のように、開口部３ａは平面視でスタビライザ７とオーバラップする位置に形成さ
れる。しかもこの開口部３ａは、従来、組付治具５０を貫通させるための開口５１として
利用されていた領域を含んでいる。このため、ロアアーム３には１つの開口３ａを形成す
るだけで、スタビライザ７と干渉しないようになるだけでなく、組付治具５０を貫通させ
ることもでき、組立工程においてロアアーム３が障害になることがない。このようにロア
アーム３に形成すべき開口は１つで済むため、ロアアーム３の製造性を高めることができ
る。
【００３７】
　ところで、組付治具５０を使用してサスペンションメンバ１のボデーサイドフレーム２
、クロスメンバ２ａへの組み付けを完了した後は、その組付治具５０は抜き取られるもの
である。とすると、この組み付け完了後は、組付治具貫通用の開口５１は用をなさなくな
り、単なる空きスペースでしかなくなる。したがって、この組み付け完了後にスタビライ
ザ７を配設する場合には、スタビライザ７はわざわざその空きスペースを避けて配設する
必要はない。つまり、図４に示すように、組付治具貫通用の開口５１として利用される領
域の一部または全部を、スタビライザ７が挿通するように配設してもよい。このような構
成にすれば、組付治具貫通用の開口５１として利用される領域をスタビライザ７の挿通域
としても利用でき、開口部３ａの極度の大型化によるロアアーム３の剛性低下を抑制する
ことができる。
【００３８】
　また、スタビライザ７を組み付けた状態のサスペンションメンバ１をボデーサイドフレ
ーム２、クロスメンバ２ａへ組み付ける場合でも、組立工程時に、車輪及びロアアーム３
が下方に下がることになるため、組立工程時に、スタビライザ７が組付治具貫通用の開口
５１と干渉することがなく、かつ、通常使用（車輪が着地した状態）時に、スタビライザ
７が組付治具貫通用の開口５１を単なる空きスペースとせずにスタビライザ７の挿通域と
して利用することが可能となるため、開口部３ａの極度の大型化によるロアアーム３の剛
性低下を抑制することができる。
【００３９】
　また、本実施形態では、図４の一点鎖線Ａで示すように、開口部３ａは、ロアアーム３
を略均等に２分するように形成される。要するに、開口部３ａはロアアーム３の端部に片
寄って形成されるのではなく、ロアアーム３の中央部に形成される。こうすることで、ロ
アアーム３の軽量化および剛性を両立することができる。
【００４０】
　さらに本実施形態では、ロアアーム３は、図４の一点鎖線Ａで示される方向、すなわち
、平面視でスタビライザ７の延び方向に沿って形成される。そして、開口部３ａも、ロア
アーム３の延び方向に沿って形成されている。こうすることによって、ロアアーム３の開
口３aをロアアーム３の中央部に形成し易くなり、より確実にロアアーム３の軽量化およ
び剛性を両立することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】実施形態におけるサスペンション装置の平面図である。
【図２】実施形態におけるサスペンション装置の側面図である。
【図３】実施形態におけるサスペンション装置の要部を示す斜視図である。
【図４】実施形態におけるロアアームに設けられる開口部の例を示す図である。
【図５】図１のＡ－Ａ要部断面図である。
【図６】図４のＢ－Ｂ要部断面図である。
【図７】図４のＣ－Ｃ要部断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１：サスペンションメンバ
１ａ：サスペンションメンバの第１フレーム
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１ｂ：サスペンションメンバの第２フレーム
２：ボデーサイドフレーム
２ａ：クロスメンバ
３：ロアアーム
３ａ：ロアアームの開口部
４：アッパアーム
５：車輪支持部材
６：緩衝装置
７：スタビライザ
７ａ：スタビライザの中央部
７ｂ：スタビライザの端部
８：ロアアーム取付ブラケット
１２：前方マウント
１３：中間マウント
１４：後方マウント
１５：アッパプレート
１６：ブラケット
２０：ステアリングラック
２１：タイロッド

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】



(10) JP 4654859 B2 2011.3.23

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100121728
            弁理士　井関　勝守
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(74)代理人  100131200
            弁理士　河部　大輔
(74)代理人  100131901
            弁理士　長谷川　雅典
(74)代理人  100132012
            弁理士　岩下　嗣也
(74)代理人  100141276
            弁理士　福本　康二
(74)代理人  100143409
            弁理士　前田　亮
(74)代理人  100157093
            弁理士　間脇　八蔵
(74)代理人  100163186
            弁理士　松永　裕吉
(74)代理人  100163197
            弁理士　川北　憲司
(74)代理人  100163588
            弁理士　岡澤　祥平
(72)発明者  吉村　匡史
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内
(72)発明者  石井　充
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内

    審査官  本庄　亮太郎

(56)参考文献  特開２００５－２０６０７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１１２２１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第３４１４２８０（ＪＰ，Ｂ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｇ　　　７／００　　　　
              Ｂ６０Ｇ　　２１／０５５　　　
              Ｂ６２Ｄ　　２１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

