
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底板部の内側寄りに適宜間隔を置いて２個の壁部を立設してなり、前記２個の壁部の内
側と底板部とで形成される凹状部を瓦桟木受け部とし、前記２個の壁部の外側と底板部と
で形成されるＬ状部を断熱材受け部とし たこと
を特徴とする瓦桟木及び断熱材固定部材。
【請求項２】
　２個の壁部の内側に狭小部を設けた請求項 載の瓦桟木及び断熱材固定部材。
【請求項３】
  狭小部がテーパー状である請求項 記載の瓦桟木及び断熱材固定部材。
【請求項４】
  瓦桟木受け部の底板部に排水用凹部を設けた請求項１～ のいずれか１項に記載の瓦桟
木及び断熱材固定部材。
【請求項５】
  瓦桟木受け部の底板部に釘、ビス等固定手段用透孔を穿設した請求項１～ のいずれか
１項に記載の瓦桟木及び断熱材固定部材。
【請求項６】
　合成樹脂の押出成形カット物又は射出成形物である請求項１～ のいずれか１項に記載
の瓦桟木及び断熱材固定部材。
【請求項７】
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  アルミニウムの押出成形カット物である請求項１～ のいずれか１項に記載の瓦桟木及
び断熱材固定部材。
【請求項８】
　請求項１～ のいずれか１項に記載の瓦桟木及び断熱材固定部材の２個の壁部の内側と
底板部とで形成される凹状部からなる瓦桟木受け部に予め瓦桟木を配設し、該固定部材を
下方にして、野地板上に敷設した防水シート上に配置し、２個の壁部の外側と底板部とで
形成されるＬ状部からなる断熱材受け部に断熱材を配設する

ことを特徴とする瓦屋根外断熱工法。
【請求項９】
  瓦桟木を釘、ビス等の固定手段により野地板に固定する請求項 記載の瓦屋根外断熱工
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、瓦桟木及び断熱材固定部材及びこれを用いた瓦屋根外断熱工法に関し、更に
詳しくは、施工性、耐久性に優れ、修繕やリフォームが容易で、且つ廃棄処分やリサイク
ルも簡易に行える瓦桟木及び断熱材固定部材及びこれを用いた瓦屋根外断熱工法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の戸建住宅にあっては、屋根直下の空間部をロフトや収納室として利用する場合が
あるが、暑さや寒さ等の環境対策として屋根の断熱処理が必要である。
　このような屋根の断熱工法としては、従来垂木間に断熱材を挟み込む内断熱工法と、屋
根瓦の形状に合わせて成形した発泡ポリスチレン成形品を該瓦に接着剤で固定する外断熱
工法とが実施されているが、後者の外断熱工法が下記の理由により優れていると云える。
【０００３】
（１）強風による瓦の飛散防止対策として、瓦を釘で野地板に全数固定する仕様になりつ
つあるが、内断熱工法の場合は野地板が内部結露等により腐り易くなり、釘が効かなくな
る。従って、長期に亘って屋根の性能を維持するには、野地板の外側に断熱材を設置し、
内部の結露発生を防止する必要がある。
【０００４】
（２）屋根の防水対策として、アスファルトルーフィングやゴムアスルーフィング等の防
水シートを野地板上に敷設することが一般的になされているが、これらが熱劣化すると防
水シートとしての長期性能は期待できず、したがって断熱材を外側に設置し、防水シート
の熱劣化を防止する必要がある。
【０００５】
　外断熱工法については、例えば、屋根瓦と同一の波型形状表面を有し、複数の孔が形成
されている支持板上に樹脂発泡シートを添わせ、前記孔を介して前記樹脂発泡シートを吸
引することにより、前記支持板の波型形状に追従させた樹脂発泡シートを屋根瓦に接着剤
により貼着する方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平９－１５１５７１号公報（図１、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記のような瓦と樹脂発泡シートを貼着させる方法は、予め瓦と同一の
波型形状を有する支持板を必要とするとともに、該支持板に樹脂発泡シートを添わせるた
めに吸引装置等の諸設備を必要とし、更に接着剤を使って前記シートを瓦に接着する工程
を必要とするため、操作が極めて煩雑になるばかりでなく、設備コストによる価格上昇も
避けられない。
【０００７】
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　また、接着剤の耐久性にも問題があり、更に樹脂発泡シートは瓦と接着されているため
、樹脂発泡シートの膨張・収縮に対して追従性がなく、その結果、使用している間に該シ
ートが瓦から剥離する虞れがある。更にまた、瓦の形状によっては樹脂発泡シートの貼着
が困難な場合があり、使用する瓦の形状の自由度が制限される。
【０００８】
　更に、修繕やリフォームも容易ではなく、また、使用後に廃棄やリサイクルする場合に
は、断熱材を瓦から分離する必要があり、これら廃棄やリサイクルが容易に実施できない
という課題があった。
【０００９】
　本発明は、かかる実情に鑑み、上記従来技術の課題を解決するもので、これまでのよう
な高価な吸引装置や煩雑な接着工程を不要にして大幅な合理化と省力化を達成するととも
に、修繕やリフォームが容易な上、さらに廃棄処分やリサイクルも簡易に行える瓦桟木及
び断熱材固定部材及びこれを用いた瓦屋根外断熱工法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】
【００１０】
　本発明は上記目的を達成するためになされたもので、本発明の請求項１は、底板部の内
側寄りに適宜間隔を置いて２個の壁部を立設してなり、前記２個の壁部の内側と底板部と
で形成される凹状部を瓦桟木受け部とし、前記２個の壁部の外側と底板部とで形成される
Ｌ状部を断熱材受け部とし たことを特徴とする
瓦桟木及び断熱材固定部材を内容とする。
【００１２】
　本発明の請求項 は、２個の壁部の内側に狭小部を設けた請求項 載の瓦桟木及び断
熱材固定部材を内容とする。
【００１３】
　本発明の請求項 は、狭小部がテーパー状である請求項 記載の瓦桟木及び断熱材固定
部材を内容とする。
【００１４】
  本発明の請求項 は、瓦桟木受け部の底板部に排水用凹部を設けた請求項１～ のいず
れか１項に記載の瓦桟木及び断熱材固定部材を内容とする。
【００１５】
　本発明の請求項 は、瓦桟木受け部の底板部に釘、ビス等固定手段用透孔を穿設した請
求項１～ のいずれか１項に記載の瓦桟木及び断熱材固定部材を内容とする。
【００１６】
　本発明の請求項 は、合成樹脂の押出成形カット物又は射出成形物である請求項１～
のいずれか１項に記載の瓦桟木及び断熱材固定部材を内容とする。
【００１７】
　本発明の請求項 は、アルミニウムの押出成形カット物である請求項１～ のいずれか
１項に記載の瓦桟木及び断熱材固定部材を内容とする。
【００２０】
　本発明の請求項 は、請求項１～ のいずれか１項に記載の瓦桟木及び断熱材固定部材
の２個の壁部の内側と底板部とで形成される凹状部からなる瓦桟木受け部に予め瓦桟木を
配設し、該固定部材を下方にして、野地板上に敷設した防水シート上に配置し、２個の壁
部の外側と底板部とで形成されるＬ状部からなる断熱材受け部に断熱材を配設する

ことを特徴とする瓦屋根
外断熱工法を内容とする。
【００２１】
　本発明の請求項 は、瓦桟木を釘、ビス等の固定手段により野地板に固定する請求項
１記載の瓦屋根外断熱工法を内容とする。
【発明の効果】
【００２２】
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　本発明は瓦桟木及び断熱材固定部材を用いて断熱材を固定するとともに、該瓦桟木及び
断熱材固定部材の凹状部からなる瓦桟木受け部に瓦桟木を嵌入し、該瓦桟木を介して瓦を
係合固定するので、従来必要とされていた、瓦と断熱材を接着する場合に用いる瓦と同一
の波型形状を有する支持板や、これに断熱材を添わせるための吸引装置や、該断熱材を瓦
に接着剤により貼着させる工程は一切不要となり、大幅な省力化・合理化が達成される。
【００２３】
　また、本発明は接着剤を使用せずに、瓦桟木及び断熱材固定部材により断熱材と瓦とを
固定するため解体が容易であり、したがって、修繕やリフォームが容易であるばかりでは
なく、廃棄処理やリサイクルも簡易に実施できる。
【００２４】
　また、本発明は壁部の内側に狭小部を設けることにより、瓦桟木の所定箇所に前もって
瓦桟木及び断熱材固定部材を嵌着させておくことができるので、この取付施工時には、作
業者は前記瓦桟木及び断熱材固定部材が装着された状態の瓦桟木を野地板上に敷設した防
水シート上に容易に配設できるので、その施工効率は極めて高いものとなる。
【００２５】
　更に、本発明は瓦桟木及び断熱材固定部材によって固定された瓦桟木上を、作業者は歩
いて移動できるので、断熱材上を歩いて滑って怪我をしたり、断熱材が局部的に窪んだり
変形して断熱性能が低下するといったこれまでのトラブルが解消される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の瓦桟木及び断熱材固定部材（以下、固定部材と呼称する）は、底板部の内側寄
りに適宜間隔を置いて２個の壁部を立設してなり、該２個の壁部の内側と底板部とで形成
される凹状部を瓦桟木受け部とし、また該２個の壁部の外側と前記底板部とで両側に形成
されるＬ字部を断熱材受け部とし たこと
を特徴とする。

【００２８】
　また、２個の壁部の内側に狭小部を設けることにより、瓦桟木受け部に瓦桟木を押し込
めば壁部の弾性変形により容易に嵌入することができるとともに、両側から強固に圧持さ
れる。また狭小部の形状には特に制限はないが、壁部の上方から下方に向けて２個の壁部
の内側寸法の一部が狭くなるようにテーパー状に形成した形状が瓦桟木を挿入し易い点で
好適である。
【００２９】
　また、断熱材は固定部材のＬ字部である断熱材受け部の上に載置固定され、底板部の厚
み相当分浮いた状態で取り付けられるので、そこに隙間ができ排水溝を形成する。従って
、例えば瓦の隙間から雨水が侵入したとしても該排水溝を通じての自然な排水が可能とな
る。
【００３０】
  また、瓦桟木受け部の底板部に排水用凹部を設けることによって、雨水が侵入したとし
ても瓦桟木受け部に配設される瓦桟木の下面は常に空気に接触することとなり、したがっ
て、特にその部分から腐敗するということがなく、瓦桟木の耐久性が向上する。
【００３１】
　また、固定部材の素材は特に制限されず、例えば合成樹脂、発泡合成樹脂、硬質ゴム、
金属、木材等が挙げられるが、耐久性、成形性、施工性、経済性等の点からは、合成樹脂
やアルミニウムが好適であり、これらの材料は合成樹脂では押出成形カット物又は射出成
形物、アルミニウムでは押出成形カット物として安価に成形可能である。
【００３２】
　また、固定部材の寸法としては、凹状部を形成して瓦桟木を嵌設する２個の壁部の内側
寸法Ａは瓦桟木の寸法により決定されるが略３０～６０ｍｍ、壁部の外側と底板部の端部
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従って、野地板上に配設される左右の固定部材の壁部の間に形成される空

間部に断熱材を押し込めば、該係合部により浮き上がりが防止され、且つそのままの位置
に固定されるので敷設作業が極めてやり易く効率的である。



までの寸法Ｂは略５～２０ｍｍ、壁部及び底板部の厚さ寸法Ｃは２～５ｍｍ、また、長さ
方向の寸法Ｄとしては特に規定されないが、略２０～１００ｍｍの寸法が好ましい。また
、固定部材の取付ピッチＥは、略３００～５００ｍｍとして部分的に配設する方が扱い易
くまた経済的である。
【００３３】
　さらにまた、上記固定部材を用いて瓦屋根の外断熱を施工するには、まず固定部材を

野地板上に敷設した防
水シート上に適宜間隔をおいて配置 釘等の固定手段により野地板や垂木に固定する。
次いで、前記固定部材の断熱材受け部上に断熱材を配設

して、前記同様釘等の固定手段により野地板や垂木
に固定し、更に瓦桟木に瓦を引っ掛けて配設し、釘等の固定手段により瓦桟木に固定する
。
【００３５】
　また、本発明に用いられる瓦は特に制限されず、粘土瓦、陶器瓦、プレスセメント瓦、
コンクリート瓦、金属製瓦、化粧スレート瓦等が屋根材として挙げられる。また、防水シ
ートにも特に制限はなく、例えば、アスファルトルーフィング、ゴムアスルーフィング、
プラスチックシート等の防水材料が挙げられる。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例を挙げて本発明を詳述するが、本発明はかかる実施例のみに制限されない
ことは云うまでもない。
【００３７】
実施例１
　本実施例の固定部材１は、図１に示すように、底板部２の内側寄りに適宜間隔を置いて
２個の壁部３を立設して構成され、前記２個の壁部３の内側と底板部２とで形成される凹
状部を瓦桟木受け部４とし、更に、前記２個の壁部３の外側と底板部２とで形成される左
右のＬ状部を断熱材受け部５としている。

【００３８】
  図１に示した固定部材１は、本発明の基本形態を斜視図で示したものであるが、該固定
部材１と、瓦桟木及び断熱材との関係を順を追って以下に説明する。
　図２（ａ）に示したように、野地板６の上に敷設した防水シート７上に、固定部材１を
適宜間隔をおいて配置し、凹状部からなる瓦桟木受け部４に瓦桟木８を配置し、隣接する
固定部材１の間のＬ状部からなる断熱材受け部５には断熱材９を配設している。
【００３９】
　また、図２（ｂ）に示したように、固定部材１における瓦桟木受け部４の凹状部開放端
に沿った長さは特に規制はないが、長尺の瓦桟木８の長さと同一にする必要はなく、前述
したようにその長さＤを略２０～１００ｍｍ程度に、また、取付ピッチＥを略３００～５
００ｍｍにし、瓦桟木８の長手方向の所々に設ければ十分である。なお、固定部材１の、
凹状部を形成して瓦桟木８を嵌設する２個の壁部の内側寸法Ａは略３０～６０ｍｍ、壁部
と底板部の端部との寸法Ｂは略５～２０ｍｍ、壁部及び底板部の厚さ寸法Ｃは２～５ｍｍ
程度が好適である。
【００４０】
  なお、図２（ｂ）に示したように、長手方向に配設された固定部材１間で、且つ瓦桟木
８と断熱材９との間には隙間１０が形成されるので、瓦等（図示せず）から侵入した雨水
等はこの隙間１０を伝って流下し、さらに防水シート７上を軒先方向に向かって流下し排
出される。
【００４１】
実施例２
　実施例１は固定部材１における立設した壁部３の上端面と断熱材９の上面とが面一で、
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、
予め瓦桟木の下面に取り付けた状態で、該固定部材を下方にして、

し、
するとともに、該断熱材を前記２

個の壁部の外側の断熱材係合部に係合

また、２個の壁部の外側には断熱材係合部１３
が設けられている。



且つ壁部３の上端面が露出している形態の場合を示した。本実施例では壁部３の上端面が
覆われる形態について説明する。なお、以下の説明においては、前述の実施例１と相違す
る点を中心に説明する。
【００４２】
  本実施例の固定部材１は、図３に示すように、２個の壁部３の上部に面取部１１を設け
、断熱材９の幅寸法を僅かに大きめにとった上、該断熱材９を上から押し込み、固定した
形態である。
【００４３】
実施例３
  本実施例の固定部材１は、図４に示すように、２個の壁部３の外側に面取部１１とこれ
に連続する引掛部１２とからなる断熱材係合部１３を設けた形態である。
　本実施例の構成によれば、前述の実施例２で示したと同様に、断熱材９を上から押し込
めば、隣接する固定部材１の左右の壁部３にそのまま固定される形態であり、即ち、断熱
材９が一旦装着されると、あとは断熱材係合部１３の引掛部１２に引っ掛かって不用意に
上方に離脱するようなことはなく、さらに安定して固定保持されるという効果がある。
【００４４】
実施例４
  本実施例の固定部材１は、図５（ａ）に示すように、２個の壁部３の内側にそれぞれ円
弧状の狭小部１４を設けた形態で、対向する狭小部１４の巾寸法Ｗは、瓦桟木８の巾寸法
Ｋより僅かに狭くしている。これによって、瓦桟木８を瓦桟木受け部４に押し込めば、狭
小部１４によって両側から締め付けられた状態で固定される。狭小部１４の設ける位置に
は制限はないが、壁部３の上方の位置に設けた方が瓦桟木８を挿入する際、壁部３は撓み
易く弾性変形するので装着し易い。
【００４５】
　この構成によって、瓦桟木８の長手方向の所定箇所に、予め固定部材１を嵌着させてお
くことができ、この工法を仮組み付け時等に適用すれば極めて効率的である。例えば、施
工時において、作業者は固定部材１が装着された状態の瓦桟木８を、そのまま野地板上に
運び、全体配置の様子を確認しながら容易に配設することができる。
【００４６】
　また、図５（ｂ）に示すように、アルミ等の押出成形工法によって該狭小部１４と前述
で説明した断熱材係合部１３とを一体的に形成することもでき、これによって瓦桟木８と
断熱材９両部材の取付施工性が一段と向上する。
【００４７】
実施例５
  本実施例の固定部材１は、図６に示すように、前述の実施例４の図５（ａ）における円
弧状の狭小部１４をテーパー状にしたこと以外は実施例４の場合と同様である。
　本実施例における固定部材１の両壁部３にテーパー形状の狭小部１４Ａを形成したこと
によって、瓦桟木８を瓦桟木受け部４に嵌設する作業が一層スムーズになるとともに、テ
ーパーの先端部１４Ｂが瓦桟木８の両側に食い込むような状態で密着するので瓦桟木８に
固定部材１は強固に仮止めされるというメリットがある。
【００４８】
実施例６
　前述の実施例５において、固定部材１の両壁部３の上部にテーパー形状の狭小部１４Ａ
を形成し、この狭小部１４Ａと壁部３の弾性変形によって桟木受け部４に瓦桟木８を挿設
した際、瓦桟木８に固定部材１が仮固定できることを説明したが、これと同機能を有する
他の例を説明する。
【００４９】
　本実施例の固定部材１は、図７（ａ）、（ｂ）に示すように、底板部２の内側寄りに適
宜間隔を置き、且つ内側寄りに僅かに傾斜してその内側の角度が共に９０度より小さくし
た２個の壁部３が立設している。そして２個の壁部３の上端が最も狭くなった狭小部１４

10

20

30

40

50

(6) JP 3889748 B2 2007.3.7



を形成している。
【００５０】
　また、壁部３の上部先端には前述と同様の断熱材係合部１３が設けられ、底板部２の中
央には長手方向に排水用凹部１７が設けられ、さらに底板部２の中央には釘、ビス等の固
定手段用透孔１８が設けられている。また、底板部２の両端の断熱材受け部５の下部には
軽量化と材料低減のための空間部１９が設けられている。
【００５１】
　本構成によっても、瓦桟木８の長手方向の所定箇所に、予め固定部材１を嵌着させてお
けば該固定部材１は、壁部３の弾性変形力によって瓦桟木８を両側に密着し保持されるの
で、この工法を適用すれば極めて施工作業が効率的である。
  また、底板部２の中央に排水用凹部１７を設けたことにより、瓦桟木と壁部３の隙間に
雨水が侵入した場合においても、雨水はこの排水用凹部１７を通過して流出する。また、
詳しくは後述するが、底板部２の中央に釘、ビス等固定手段用透孔１８を設けたことによ
り、瓦桟木と固定部材とを釘、ビス等の固定手段によって野地板に固定する作業が容易と
なる。
【００５２】
実施例７
　本実施例では、実施例６で示した図７の固定部材１を使って瓦桟木及び断熱材を挿設す
る形態を説明する。図８（ａ）に示した瓦桟木８は固定部材１の２つの壁部２で両側から
押しつけられ仮固定されている。また、固定部材１の両壁部３と、本固定部材１の左右に
同様に配設される固定部材（図示せず）の壁部との間には、断熱材９が上から押し込まれ
る形で挿設され、断熱材係合部１３によって浮き上がらないように固定されている。
　また、固定部材１の底板部に排水用凹部１７を設けたことにより、瓦桟木８と壁部３と
の間に雨水が侵入してもこの排水用凹部１７から排水され、同時に瓦桟木８の下面は乾燥
し易くなるので瓦桟木８の耐久性が良いというメリットもある。
　また、図８（ｂ）は、同一サイズの固定部材１を用いて、瓦桟木８の高さ寸法が大きく
、且つ断熱材９の厚さを大にして挿設する場合を示す。
【００５３】
実施例８
  本実施例では、上記固定部材を用いて施工する瓦屋根外断熱工法について説明する。
　図９に示すように、

野地
板６上に敷設した防水シート７上 配置し １５ａ等の固
定手段により野地板６等に固定する。続いて、前記壁部３の外側と底板部２とで形成され
るＬ状部からなる断熱材受け部５に断熱材９を挿設するとともに、更に、瓦桟木８に瓦１
６を引っ掛けるように配設し、釘１５ｂ等の固定手段により野地板６及び／又は瓦桟木８
に固定する。
【００５５】
　このように、本実施例における固定部材を用いた瓦屋根外断熱工法は、極めて簡易な構
造を有し、機械的に固定するので、その施工性に優れるとともにこれまで用いられていた
接着剤類を一切使用することがないので、耐久信頼性が著しく向上する。さらに解体時の
施工性も容易であり、修繕やリフォームのみならず廃棄処理やリサイクルも簡易に実施で
きる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明の瓦桟木及び断熱材固定部材及びこれを用いた瓦屋根外断熱工法は、極めて簡単
な構造を有し、機械的・物理的に固定する方法を採用しているので、その施工性は飛躍的
に向上するものであり、しかも従来用いられていた接着剤類を一切使用することがなく、
従って接着剤の有する化学的特性に左右されないので、耐久信頼性が著しく向上し、さら
には解体時の作業性も容易なので修繕やリフォームのみならず、廃棄処理やリサイクルも
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まず、狭小部１４を有する固定部材１を、予め、瓦桟木８の下面に
、適宜間隔をおいて予め定められた所定の位置に取り付けた状態にしておき、次に、

に、該固定部材１を下方にして 、釘



簡易に実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施例１の瓦桟木及び断熱材固定部材を示す斜視図である。
【図２】（ａ）は、同固定部材を用いて瓦桟木及び断熱材を固定した状態を示す正面図、
（ｂ）は、斜視図である。
【図３】本発明の実施例２の瓦桟木及び断熱材固定部材及び同固定部材を用いて瓦桟木及
び断熱材を固定した状態を示す正面図である。
【図４】本発明の実施例３の瓦桟木及び断熱材固定部材及び同固定部材を用いて瓦桟木及
び断熱材を固定した状態を示す正面図である。
【図５】（ａ）は、本発明の実施例４の瓦桟木及び断熱材固定部材を示す正面図、（ｂ）
は、同固定部材の他の例を示す図である。
【図６】本発明の実施例５の瓦桟木及び断熱材固定部材を示す正面図である。
【図７】（ａ）は、本発明の実施例６の瓦桟木及び断熱材固定部材を示す断面図で、（ｂ
）は、同固定部材の下面図である。
【図８】（ａ）は、本発明の実施例７の瓦桟木及び断熱材固定部材に標準厚さの瓦桟木を
挿設した場合を示す概略図、（ｂ）は、同固定部材に標準より厚さの大きい瓦桟木を挿設
した場合を示す図である。
【図９】本発明の実施例８における瓦桟木及び断熱材固定部材を用いた瓦屋根外断熱工法
を示した断面図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　（瓦桟木及び断熱材）固定部材
　２　底板部
　３　壁部
　４　瓦桟木受け部
　５　断熱材受け部
　６　野地板
　７　防水シート
　８　瓦桟木
　９　断熱材
　１０　隙間
　１１　面取部
　１２　引掛部
　１３　断熱材係合部
　１４　狭小部
　１４Ａ　テーパー状の狭小部
　１４Ｂ   先端部
　１５ａ、１５ｂ　釘（固定手段）
　１６　瓦
　１７　排水用凹部
　１８   釘、ビス等固定手段用透孔
　１９   空間部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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