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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
マーチングドラムと、前記マーチングドラムを演奏者の身体に装着するときに用いるマー
チングキャリア、又は前記マーチングドラムを載置するときに用いるドラムスタンドとの
連結に適用されるドラム連結システムであって、前記マーチングドラムは、スネアドラム
、テナードラム又はバスドラムであるドラム連結システムにおいて、
　前記ドラムスタンドに設けられ、前記マーチングドラムを前記ドラムスタンドに連結す
るスタンド側連結装置と、
　前記マーチングキャリアに設けられ、前記マーチングドラムを前記マーチングキャリア
に連結するキャリア側連結装置とを備え、
　前記マーチングドラムを前記マーチングキャリアに連結する連結構造と、前記マーチン
グドラムを前記ドラムスタンドに連結する連結構造とが共通化され、
　前記マーチングキャリアは、キャリア本体と、前記マーチングドラムを支持する支持部
品と、前記キャリア側連結装置とを備え、
　前記マーチングキャリアをスネアドラム用キャリア又はテナードラム用キャリアとして
使用する場合、前記キャリア側連結装置が前記支持部品の先端に取り付けられ、前記マー
チングキャリアをバスドラム用キャリアとして使用する場合、前記キャリア側連結装置が
前記キャリア本体の前面又は前記支持部品の先端に取り付けられることを特徴とするドラ
ム連結システム。
【請求項２】
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請求項１記載のドラム連結システムにおいて、
　前記支持部品は、一対のロッドからなり、前記ロッドは、前記キャリア本体に対し着脱
可能に取り付けられていることを特徴とするドラム連結システム。
【請求項３】
請求項１又は２記載のドラム連結システムにおいて、
　前記キャリア側連結装置は、前記マーチングドラムに設けられた連結軸を回動可能に支
持するフックと、前記連結軸を前記フックから外れないようにロックするロック機構とを
備えていることを特徴とするドラム連結システム。
【請求項４】
請求項３記載のドラム連結システムにおいて、
　前記ロック機構は、前記フックに対し回動可能に支持されたロックレバーを備え、前記
フックには、前記ロックレバーを後方から支持する支持部材が設けられ、前記支持部材は
、前記フックとの間に前記ロックレバーを挟持すると共に前記フックを正面から見た場合
に前記支持部材の一部を露出させるようにして前記フックに取り付けられていることを特
徴とするドラム連結システム。
【請求項５】
請求項３又は４記載のドラム連結システムにおいて、
　前記キャリア側連結装置は、更に、前記マーチングドラムを前記連結軸周りに回動させ
て前記マーチングドラムの打面の角度を調整する角度調整機構を備えていることを特徴と
するドラム連結システム。
【請求項６】
請求項３～５のうちいずれか一項に記載のドラム連結システムにおいて、
　前記キャリア側連結装置は、更に、前記マーチングドラムが前記連結軸周りに第１角度
を越えて回動するのを規制する規制手段を備えていることを特徴とするドラム連結システ
ム。
【請求項７】
請求項３～６のうちいずれか一項に記載のドラム連結システムにおいて、
　前記フックは、一対のフックのうちの一つであり、前記フックは、前記一対のロッドの
それぞれに取り付けられ、前記キャリア側連結装置は、更に、両フック間を架橋する架橋
部材を備えていることを特徴とするドラム連結システム。
【請求項８】
請求項３～７のうちいずれか一項に記載のドラム連結システムにおいて、
　前記マーチングドラムがバスドラムである場合、前記バスドラムには、前記連結軸を前
記バスドラムに固定するための台座が設けられ、前記台座をバスドラムの口径に応じて交
換するようにしたことを特徴とするドラム連結システム。
【請求項９】
請求項１～８のうちいずれか一項に記載のドラム連結システムにおいて、
　前記ドラムスタンドは、スタンド本体と、前記スタンド側連結装置と、前記スタンド側
連結装置と共に前記マーチングドラムを支持するストッパとを備え、前記スタンド側連結
装置は、前記スタンド本体の上端に取り付けられていることを特徴とするドラム連結シス
テム。
【請求項１０】
請求項９記載のドラム連結システムにおいて、
　前記バスドラムは、２つのドラム側連結装置を備え、
　前記バスドラムの外周面には、前記２つのドラム側連結装置が互いに距離を空けて配置
されているドラム連結システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スネアドラムやテナードラム等のマーチングドラムと、マーチングキャリア
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やドラムスタンド等の器具との連結に適用されるドラム連結システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パレード等で、演奏者は、マーチングドラムを立ち止まって演奏したり、歩きながら演
奏したりする。この場合、演奏者の身体にマーチングドラムを装着するための器具として
、マーチングキャリアが用いられる。また、演奏を中断してマーチングドラムを路面上に
載置するための器具として、ドラムスタンドが用いられる。例えば、特許文献１には、ス
ネアドラムやテナードラム用のマーチングキャリアとして、一対のロッドを用いてマーチ
ングドラムを支持する２点支持型のマーチングキャリアが開示されている。また、バスド
ラム用のマーチングキャリアとして、一対のフックと一対のロッドとを用いてドラムを支
持する４点支持型のマーチングキャリアが開示されている。ドラムスタンドにあっては、
マーチングドラムの種類毎にそれぞれ専用のドラムスタンドが用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５６９１４９２号明細書
【発明の概要】
【０００４】
　上述したように、マーチングドラムの種類に応じてそれぞれ専用のマーチングキャリア
やドラムスタンドが提供されている。このため、マーチングキャリアにマーチングドラム
を装着するときの操作は、ドラムスタンドにマーチングドラムを装着するときの操作と異
なっている。また、スネアドラムやテナードラム用のマーチングキャリアとバスドラム用
のマーチングキャリアとでも、マーチングドラムを装着するときの操作はそれぞれ異なっ
ている。同様に、スネアドラム、テナードラム、バスドラムのための各種ドラムスタンド
においても、マーチングドラムを装着するときの操作はそれぞれ異なっている。このため
、演奏者にとっては、マーチングドラムの装着操作が煩わしく、使い難いという問題があ
った。
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、マーチングドラムの装着操作に関する煩わしさを解消することのでき
るドラム連結システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、マーチングドラムと、マーチ
ングドラムを演奏者の身体に装着するときに用いるマーチングキャリア、又はマーチング
ドラムを載置するときに用いるドラムスタンドとの連結に適用されるドラム連結システム
であって、マーチングドラムは、スネアドラム、テナードラム又はバスドラムであるドラ
ム連結システムにおいて、ドラムスタンドに設けられ、マーチングドラムをドラムスタン
ドに連結するスタンド側連結装置と、マーチングキャリアに設けられ、マーチングドラム
をマーチングキャリアに連結するキャリア側連結装置とを備え、マーチングドラムをマー
チングキャリアに連結する連結構造と、マーチングドラムをドラムスタンドに連結する連
結構造とが共通化され、マーチングキャリアは、キャリア本体と、マーチングドラムを支
持する支持部品と、キャリア側連結装置とを備え、マーチングキャリアをスネアドラム用
キャリア又はテナードラム用キャリアとして使用する場合、キャリア側連結装置が支持部
品の先端に取り付けられ、マーチングキャリアをバスドラム用キャリアとして使用する場
合、キャリア側連結装置がキャリア本体の前面又は支持部品の先端に取り付けられること
を要旨とする。
【０００７】
　この構成によれば、マーチングドラムをマーチングキャリアに連結する連結構造とドラ
ムスタンドに連結する連結構造とが共通化されているため、演奏者は、同じ操作方法で、
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マーチングドラムをマーチングキャリアに装着したり、ドラムスタンドに装着したりする
ことができる。よって、マーチングキャリアやドラムスタンドへのマーチングドラムの装
着操作に関する煩わしさを解消することができる。また、この構成によれば、キャリア側
連結装置を支持部品の先端に取り付けた場合、支持部品で支持するマーチングドラム、例
えば、スネアドラムやテナードラム用のマーチングキャリアとして使用することができる
。また、キャリア側連結装置をキャリア本体の前面に取り付けた場合、マーチングキャリ
ア全体で支持するマーチングドラム、例えば、バスドラム用のマーチングキャリアとして
使用することができる。これらの場合、マーチングキャリアの主要部をなすキャリア本体
を共通部品として取り扱うことができるため、ドラム連結システム全体として、部品点数
を大幅に減らすことができる。また、演奏者は、同じ操作方法で、各種マーチングドラム
をマーチングキャリアに装着することもできる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、支持部品は、一対のロッドか
らなり、ロッドは、キャリア本体に対し着脱可能に取り付けられていることを要旨とする
。
　この構成によれば、例えば、スネアドラムやテナードラム用のマーチングキャリアとし
て使用する場合、マーチングドラムの種類に応じて両ロッドを付け替えることができる。
これにより、各種マーチングドラムを演奏し易い位置でそれぞれ支持することができる。
また、バスドラム用のマーチングキャリアとして使用する場合、バスドラムの口径に応じ
て両ロッドを上下反転させて付け替えることもできる。これにより、口径の異なる各種バ
スドラムを演奏し易い位置でそれぞれ支持することもできる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２記載の発明において、キャリア側連結装置は
、マーチングドラムに設けられた連結軸を回動可能に支持するフックと、連結軸をフック
から外れないようにロックするロック機構とを備えていることを要旨とする。
【００１２】
　この構成によれば、ロック機構により連結軸がフックから外れないようにロックされる
ため、マーチングキャリアやドラムスタンドに対しマーチングドラムを確実に装着するこ
とができる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項３記載の発明において、ロック機構は、フックに対し
回動可能に支持されたロックレバーを備え、フックには、ロックレバーを後方から支持す
る支持部材が設けられ、支持部材は、フックとの間にロックレバーを挟持すると共にフッ
クを正面から見た場合に支持部材の一部を露出させるようにしてフックに取り付けられて
いることを要旨とする。
【００１４】
　この構成によれば、ロックレバーがロック位置に切り換えられているとき、支持部材の
露出した部分によって、ロックレバーを後方から支持することができる。よって、ロック
レバーの操作時に過度の力が加えられたり、ロックレバーが頻繁に操作されたりしてロッ
クレバーが破損することを防止できる。
【００１５】
　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、キャリア側連結装置は
、更に、マーチングドラムを連結軸周りに回動させてマーチングドラムの打面の角度を調
整する角度調整機構を備えていることを要旨とする。
【００１６】
　この構成によれば、角度調整機構により、連結軸周りにドラムを回動させることで、マ
ーチングドラムの打面の角度を、演奏者にとって叩打し易い角度に調整することができる
。尚、ドラムの打面の角度とは、水平面に対する打面の角度を意味している。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、請求項３～５のうちいずれか一項に記載の発明において、キ
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ャリア側連結装置は、更に、マーチングドラムが連結軸周りに第１角度を越えて回動する
のを規制する規制手段を備えていることを要旨とする。
【００１８】
　この構成によれば、規制手段により、マーチングドラムが連結軸周りに第１角度を超え
て回動し、マーチングキャリアに接触することを防止できる。これにより、マーチングド
ラム及びマーチングキャリアの双方に傷が付いたり、破損したりすることを防止できる。
【００１９】
　請求項７に記載の発明は、請求項３～６のうちいずれか一項に記載の発明において、フ
ックは、一対のフックのうちの一つであり、フックは、一対のロッドのそれぞれに取り付
けられ、キャリア側連結装置は、更に、両フック間を架橋する架橋部材を備えていること
を要旨とする。
【００２０】
　この構成によれば、架橋部材により、両フック間のピッチを一定の距離に維持したり、
両フック間の位置関係を水平に維持したりすることができる。これにより、マーチングキ
ャリアに対しマーチングドラムを容易にかつ円滑に着脱することができる。
【００２１】
　請求項８に記載の発明は、請求項３～７のうちいずれか一項に記載の発明において、マ
ーチングドラムがバスドラムである場合、バスドラムには、連結軸をバスドラムに固定す
るための台座が設けられ、台座をバスドラムの口径に応じて交換するようにしたことを要
旨とする。
【００２２】
　この構成によれば、台座をバスドラムの口径に応じて交換することで、連結軸の軸中心
からバスドラムまでの距離を変更することができる。このため、演奏者は、口径の異なる
各種バスドラムを演奏し易い位置でそれぞれ支持することができる。
【００２３】
　請求項９に記載の発明は、請求項１～８のいずれか一項に記載の発明において、ドラム
スタンドは、スタンド本体と、スタンド側連結装置と、スタンド側連結装置と共にマーチ
ングドラムを支持するストッパとを備え、スタンド側連結装置は、スタンド本体の上端に
取り付けられていることを要旨とする。
【００２４】
　この構成によれば、各種マーチングドラム用のドラムスタンドを形成する場合、マーチ
ングキャリアの場合と同様に、ドラムスタンドの主要部をなすスタンド本体を共通部品と
して取り扱うことができる。このため、ドラム連結システム全体として、部品点数を大幅
に減らすことができる。また、演奏者は、同じ操作方法で、各種マーチングドラムをドラ
ムスタンドに装着することもできる。
【００２５】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９記載のドラム連結システムにおいて、バスドラム
は、２つのドラム側連結装置を備え、バスドラムの外周面には、２つのドラム側連結装置
が互いに距離を空けて配置されている。この構成によれば、２つのドラム側連結装置のう
ちの一方をキャリア側連結装置に連結してバスドラムをバスドラム用キャリアに装着した
場合と、他方のドラム側連結装置をスタンド側連結装置に連結してバスドラムをバスドラ
ム用スタンドに載置した場合とで、バスドラムの周方向の向きを一定に維持することがで
きる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明のドラム連結システムによれば、マーチングドラムの装着操作に関する煩わしさ
を解消することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態に係るドラム連結システムを適用したスネアドラム、スネア
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ドラム用のマーチングキャリア、及びドラム用スタンドを示す概略斜視図。
【図２】（ａ）はドラム側連結装置の正面図、（ｂ）はドラム側連結装置の上面図。
【図３】（ａ）はスネアドラム用キャリアのキャリア側連結装置付近を拡大して示す斜視
図、（ｂ）はロックレバーをロック位置に切り換えた状態を示す模式側面図、（ｃ）はロ
ックレバーをアンロック位置に切り換えた状態を示す模式側面図。
【図４】（ａ）は左側のロッドに装着されたフックを示す正面図、（ｂ）は右側のロッド
に装着されたフックを示す正面図、（ｃ）は図４（ａ）の４ｃ－４ｃ線に沿った断面図。
【図５】（ａ）はスネアドラム及びスネアドラム用キャリアの連結構造を拡大して示す側
断面図、（ｂ）はスネアドラムをチルトアップしたときの連結構造を拡大して示す側断面
図。
【図６】（ａ）はスネアドラムをスネアドラム用スタンドに取り付けた状態を示す側面図
、（ｂ）はスネアドラムを上下反転してスネアドラム用スタンドに取り付けた状態を示す
側面図。
【図７】図６（ｂ）に示す状態でのスネアドラム及びスネアドラム用スタンドの連結構造
を拡大して示す側断面図。
【図８】本発明の一実施形態に係るドラム連結システムを適用したテナードラム、テナー
ドラム用のマーチングキャリア、及びドラムスタンドを示す概略斜視図。
【図９】本発明の一実施形態に係るドラム連結システムを適用したバスドラム、バスドラ
ム用のマーチングキャリア、及びドラムスタンドを示す概略斜視図。
【図１０】（ａ）はバスドラム用キャリアに小サイズのバスドラムを装着した状態を示す
側面図、（ｂ）はバスドラム用キャリアに中サイズのバスドラムを装着した状態を示す側
面図、（ｃ）はバスドラム用キャリアに大サイズのバスドラムを装着した状態を示す側面
図。
【図１１】（ａ）はバスドラム用スタンドに小サイズのバスドラムを装着した状態を示す
側面図、（ｂ）はバスドラム用スタンドに中サイズのバスドラムを装着した状態を示す側
面図、（ｃ）はバスドラム用スタンドに大サイズのバスドラムを装着した状態を示す側面
図。
【図１２】別例のドラム連結システムを適用したバスドラム、及びバスドラム用のマーチ
ングキャリアを示す概略斜視図。
【図１３】（ａ）別例のバスドラム用キャリアに小サイズのバスドラムを装着した状態を
示す側面図、（ｂ）別例のバスドラム用キャリアに中サイズのバスドラムを装着した状態
を示す側面図、（ｃ）別例のバスドラム用キャリアに大サイズのバスドラムを装着した状
態を示す側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明に係るドラム連結システム１０を具体化した一実施形態について、図１～
図１１（ｃ）を参照して説明する。
　図１、図８、図９に示すように、ドラム連結システム１０は、スネアドラム１１、テナ
ードラム１２、バスドラム１３等のマーチングドラムに固定されたドラム側連結装置１４
、１５、１６と、スネアドラム用キャリア２１、テナードラム用キャリア２２、バスドラ
ム用キャリア２３等のマーチングキャリアに固定されたキャリア側連結装置２４、２５、
２６と、スネアドラム用スタンド３１、テナードラム用スタンド３２、バスドラム用スタ
ンド３３等のドラムスタンドに固定されたスタンド側連結装置３４、３５、３６とから構
成されている。即ち、ドラム連結システム１０は、各種マーチングドラムと、各種マーチ
ンドラム用のマーチングキャリア及びドラムスタンドとの連結システムとして構成されて
いる。また、ドラム連結システム１０では、各種マーチングドラムをそれぞれのマーチン
グキャリアに連結する連結構造と、各種マーチングドラムをそれぞれのドラムスタンドに
連結する連結構造とが共通化されている。
【００２９】
　まず、スネアドラム１１と、スネアドラム用キャリア２１及びスネアドラム用スタンド
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３１とを連結するシステムについて、図１～図７を参照して説明する。
　図１に示すように、ドラム側連結装置１４は、スネアドラム１１の周面上端部付近に固
定されている。図２（ａ）に示すように、ドラム側連結装置１４は、横方向に延びる一対
の連結軸４１と、連結軸４１をスネアドラム１１に固定するブラケット４２とから構成さ
れている。ブラケット４２は、略長方形状に形成されている。ブラケット４２の両端部の
それぞれには、連結金具４３が取り付けられている。図２（ｂ）に示すように、連結金具
４３は、断面略Ｕ字状に形成されている。各連結軸４１は、連結金具４３にそれぞれ固定
されている。連結金具４３を構成する一対の側壁のうち、外側の側壁の方が内側の側壁よ
りも広く形成されている。外側の側壁は、スネアドラム１１及びスネアドラム用キャリア
２１の連結部に外部から物体が侵入することを防ぐためのガード部材４４として機能する
。連結軸４１は、強度の高い鉄等の金属により形成されている。連結軸４１は、軸部４１
ａと、その両端に設けられた皿部４１ｂとを有している。軸部４１ａには、樹脂製の筒状
体４１ｃが装着されている。
【００３０】
　図１に示すように、スネアドラム用キャリア２１は、演奏者の身体に装着されるキャリ
ア本体５１と、スネアドラム１１を支持する一対のロッド５２と、前記キャリア側連結装
置２４とを備えている。各ロッド５２は、キャリア本体５１に固定された一対のホルダ５
３から下方にそれぞれ突出されている。各ロッド５２は、その先端を上方に向けて略Ｊ字
状にそれぞれ形成されている。各ロッド５２は、各ホルダ５３を介して、キャリア本体５
１に対し着脱可能に、かつ上下方向に沿って位置調節可能にそれぞれ取り付けられている
。キャリア側連結装置２４は、両ロッド５２に対しそれらの先端を繋ぐように固定されて
いる。
【００３１】
　図３（ａ）に示すように、キャリア側連結装置２４は、スネアドラム１１に設けられた
連結軸４１を回動可能に支持する一対のフック５５ａ，５５ｂを備えている。同図の右側
に示す第１フック５５ａには、長尺状の架橋部材５６が取り付けられている。架橋部材５
６の先端には、下方に開口した凹部５６ａが形成されている。架橋部材５６の凹部５６ａ
は、同図の左側に示す第２フック５５ｂの下端部に嵌め込まれる。即ち、架橋部材５６は
、第１及び第２フック５５ａ，５５ｂ間を架橋すべく第１フック５５ａの下端部に対し回
動可能に取り付けられている。
【００３２】
　第１及び第２フック５５ａ，５５ｂには、樹脂製のロックレバー５７が回動可能にそれ
ぞれ支持されている。ロックレバー５７は、その先端を側方に向けて配置されるロック位
置と、先端を上方に向けて配置されるアンロック位置とに切り換えられる。図３（ｂ）に
示すように、ロックレバー５７がロック位置に切り換えられると、ロックレバー５７自身
により連結金具４３の上方への移動が規制されて、フック５５ａ，５５ｂから連結軸４１
が外れないようにロックされる。図３（ｃ）に示すように、ロックレバー５７がアンロッ
ク位置に切り換えられると、ロックレバー５７による連結金具４３の移動規制が解除され
て、フック５５ｂ内の連結軸４１がアンロックされる。即ち、ロックレバー５７は、連結
軸４１をフック５５ａ，５５ｂから外れないようにロックするロック機構を構成する。
【００３３】
　図４（ａ），（ｂ）に示すように、フック５５ａ，５５ｂの裏面には、金属製の支持部
材としてのプレート部材５４がそれぞれ固定されている。図４（ｃ）に示すように、プレ
ート部材５４は、フック５５ａ，５５ｂとの間にロックレバー５７の中央部を挟持すると
共に、フック５５ａ，５５ｂを正面から見た場合にプレート部材５４の一部を露出させる
ようにして配置されている。プレート部材５４は、一対のボルト５４ａ，５４ｂによって
フック５５ａ，５５ｂの裏面に固定されている。両ボルトのうち上側のボルト５４ａは、
その先端をフック５５ａ，５５ｂの縦穴５５ｃに向けてフック５５ａ，５５ｂの後壁に螺
着されている。各フック５５ａ，５５ｂには、ロッド５２の先端が挿入及び固定される下
穴５５ｄが形成されている。下側のボルト５４ｂは、その先端をフック５５ａ，５５ｂの
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下穴５５ｄに向けてフック５５ａ，５５ｂの後壁に螺着されている。下側のボルト５４ｂ
の先端には、樹脂からなる円柱状のキャップ５４ｅが装着されている。
【００３４】
　図５（ａ）に示すように、キャリア側連結装置２４の下部には、調整ネジ５８がその先
端を前方に向けて螺合されている。調整ネジ５８の先端には、ドラム側連結装置１４を押
圧するキャップ５９が装着されている。一方、調整ネジ５８の基端には、薄い円盤状のロ
ックナット５８ａが螺合されている。ロックナット５８ａは、フック５５ａ，５５ｂに締
め付けられた状態から緩まないように調整ネジ５８をロックする。同図の二点鎖線で示す
ように、調整ネジ５８を回して同図の左側に移動させることで、ドラム側連結装置１４の
下端がキャップ５９の先端により前方へと押圧される。これにより、ドラム側連結装置１
４が連結軸４１を中心に同図の反時計回りに回動して、スネアドラム用キャリア２１に対
するスネアドラム１１の取付角度が変更される。即ち、調整ネジ５８及びキャップ５９は
、スネアドラム用キャリア２１に装着されたスネアドラム１１の打面の角度を調整する角
度調整機構を構成する。尚、スネアドラム１１の打面の角度とは、水平面に対する打面の
角度を意味している。
【００３５】
　キャリア側連結装置２４の中央には、スネアドラム１１の演奏時にドラム側連結装置１
４のボルト６０に当接される第１壁面２４ａが設けられている。第１壁面２４ａは、角度
調整機構と共に、スネアドラム１１の打面を水平に保持する。また、キャリア側連結装置
２４の上端には、断面逆Ｌ字状をなす角部が設けられている。角度を構成する２つの壁面
のうち下方を向く壁面が、第２壁面２４ｂとして形成されている。第２壁面２４ｂにボル
ト６０の頭部が引っ掛かることで、フック５５ｂ内の連結軸４１がアンロックされていて
も、連結軸４１がフック５５ａ，５５ｂから外れないように保持される。更に、キャリア
側連結装置２４の上端には、図５（ｂ）に示すように、スネアドラム１１のチルトアップ
時にボルト６０の頭部に当接される第３壁面２４ｃが設けられている。即ち、第３壁面２
４ｃは、ドラム側連結装置１４のボルト６０と共に、スネアドラム１１を連結軸４１周り
に第１角度αを超えて回動させないように規制する規制手段を構成する。
【００３６】
　図１に示すように、スネアドラム用スタンド３１は、三脚を有するスタンド本体６１と
、連結パイプ６２と、上下方向に延びるストッパ６３と、水平方向に延びる略直方体状の
水平部材６４と、前記スタンド側連結装置３４とを備えている。スタンド側連結装置３４
は、水平部材６４の上面に固定されている。スタンド側連結装置３４は、連結軸４１を回
動可能に支持する一対のフック６５と、長方形状の架橋部材６６とを備えている。架橋部
材６６は、両フック６５に対しそれらの間を架橋するように固定されている。
【００３７】
　図６（ａ）に示すように、スネアドラム１１をスネアドラム用スタンド３１に装着して
演奏する場合、ストッパ６３の下部前面にスネアドラム１１の下側フープ１１ｂが当接さ
れることで、スネアドラム１１の打面１１ｄが水平に保持される。図６（ｂ）に示すよう
に、スネアドラム１１をチューニングする場合、スネアドラム１１が、上下反転させられ
た状態でスネアドラム用スタンド３１に装着される。このとき、図７に示すように、ドラ
ム側連結装置１４のボルト６０の頭部がキャリア側連結装置２４の前面上端２４ｄに引っ
掛かることで、スネアドラム１１は、連結軸４１周りに第２角度βを超えて回動しないよ
うに保持されている。
【００３８】
　次に、テナードラム１２と、テナードラム用キャリア２２及びテナードラム用スタンド
３２とを連結するシステムについて、図８を参照して説明する。尚、上述したドラム側連
結装置１４、スネアドラム用キャリア２１、及びスネアドラム用スタンド３１等と同様の
部分については、その詳細な説明を省略する。
【００３９】
　図８に示すように、ドラム側連結装置１５は、一対の連結軸７０と、連結軸７０をテナ
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ードラム１２の周面上端部付近に固定するブラケット７２とから構成されている。ブラケ
ット７２は、略Ｕ字状でかつ横長に形成されている。ブラケット７２の両角部のそれぞれ
には、連結金具７３が取り付けられている。ブラケット７２の長さ及び両連結軸７０の間
隔は、ドラム連結システム１０をスネアドラム１１及びスネアドラム用キャリア２１間の
連結に適用したときよりも広く設定されている。
【００４０】
　テナードラム用キャリア２２は、キャリア本体５１と、一対のロッド７５と、前記キャ
リア側連結装置２５とを備えている。各ロッド７５は、スネアドラム用キャリア２１のロ
ッド５２よりも前方及び下方に延びている。キャリア本体５１のロッド５２をテナードラ
ム用のロッド７５に付け替えることで、テナードラム１２は、スネアドラム１１のときよ
りも前方でかつ下方の位置において支持される。また、両フック５５ａ，５５ｂ間の間隔
及び架橋部材７６の長さは、ブラケット７２の長さ及び両連結軸７０の間隔に応じて、ド
ラム連結システム１０をスネアドラム１１及びスネアドラム用キャリア２１間の連結に適
用したときよりも広く設定されている。
【００４１】
　テナードラム用スタンド３２は、スタンド本体８１と、スタンド本体８１の軸線を中心
に開閉可能な一対の可動パイプ８２と、スタンド本体８１の上端に固定されたストッパと
しての固定パイプ８３と、前記スタンド側連結装置３５とを備えている。スタンド側連結
装置３５は、両可動パイプ８２の先端に固定された一対のフック６５と、両フック６５の
うちの一方に取り付けられた長尺状の架橋部材８６とを備えている。架橋部材８６の先端
は、両フック６５のうちの他方の下端部に嵌め込まれる。即ち、架橋部材８６は、両フッ
ク６５間を架橋すべく一方フック６５の下端部に対し回動可能に取り付けられている。テ
ナードラム用スタンド３２は、非使用時には、図８の二点鎖線で示す形態に折り畳まれる
。
【００４２】
　続いて、バスドラム１３と、バスドラム用キャリア２３及びバスドラム用スタンド３３
とを連結するシステムについて、図９～図１１（ｃ）を参照して説明する。尚、上述した
ドラム側連結装置１４，１５、スネアドラム用キャリア２１、テナードラム用キャリア２
２、スネアドラム用スタンド３１、及びテナードラム用スタンド３２等と同様の部分につ
いては、その詳細な説明を省略する。
【００４３】
　図９に示すように、ドラム側連結装置１６は、一対の連結軸９０と、各連結軸９０が固
定される一対の連結金具９３と、両連結金具９３をバスドラム１３のシェル１３ａに固定
する台座９４とを備えている。台座９４は、バスドラム１３のシェル１３ａに対し交換可
能に取り付けられている。
【００４４】
　バスドラム用キャリア２３は、キャリア本体５１と、一対のロッド９５と、前記キャリ
ア側連結装置２６とを備えている。キャリア側連結装置２６は、一対のフック５５ａ，５
５ｂと、長方形をなす板状の架橋部材９６とを備えている。図９に示すバスドラム１３の
場合、シェル１３ａの外周面には、２つのドラム側連結装置１６が互いに距離を空けて配
置されている。
【００４５】
　架橋部材９６は、両フック５５ａ，５５ｂに対しそれらの間を架橋すると共に、キャリ
ア本体５１の上部前面に直接固定されている。各ロッド９５は、バスドラム用キャリア２
３に装着されるバスドラム１３の口径に応じて、ロッド９５の先端を上方又は下方に向け
た状態で、キャリア本体５１のホルダ５３に対し装着されている。
【００４６】
　バスドラム用スタンド３３は、スタンド本体１０１と、スタンド本体１０１の上端に固
定された平板１０２と、平板１０２上に固定された４本のフレーム１０３ａ～１０３ｄと
、前記スタンド側連結装置３６とを備えている。図１１（ａ）～（ｃ）に示すように、４
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本のフレーム１０３ａ～１０３ｄのうち図９の左側に示す一対のフレーム１０３ａ，１０
３ｂは、バスドラム用スタンド３３に装着されたバスドラム１３の姿勢を安定化させるリ
テーナとして機能する。図９の右側に示す一対のフレーム１０３ｃ，１０３ｄは、スタン
ド側連結装置３６を平板１０２に固定する固定部材として機能する。スタンド側連結装置
３６は、両フレーム１０３ｃ，１０３ｄのそれぞれ固定された一対のフック６５と、両フ
ック６５に対し固定された長方形をなす板状の架橋部材１０６とを備えている。
【００４７】
　次に、ドラム連結システム１０の作用について図１０（ａ）～図１０（ｃ）及び図１１
（ａ）～図１１（ｃ）を参照して説明する。
　図１０（ａ）に示すように、ドラム連結システム１０を口径の小さい小サイズのバスド
ラム１３に適用する場合、ドラム側連結装置１６の台座として第１台座９４ａを用いると
共に、シェル１３ａの外周面にドラム側連結装置１６を一つだけ取り付ければよい。ロッ
ド９５は、ホルダ５３の上方から差し込み、ロッド９５の先端を上方に向けた状態で使用
する。そして、ドラム側連結装置１６をキャリア側連結装置２６に連結することで、バス
ドラム１３は、打面Ｄを比較的高い位置にして、キャリア側連結装置２６と両ロッド９５
とにより支持される。一方、図１１（ａ）に示すように、小サイズのバスドラム１３をバ
スドラム用スタンド３３に載置する場合、ドラム側連結装置１６をスタンド側連結装置３
６に連結して、バスドラム１３をバスドラム用スタンド３３に装着する。尚、小サイズの
バスドラム１３とは、バスドラム１３の口径が１４インチ～２０インチのバスドラムを言
う。
【００４８】
　図１０（ｂ）に示すように、図１０（ａ）のときよりも径の大きい中サイズのバスドラ
ム１３にドラム連結システム１０を適用する場合、ドラム側連結装置１６の台座として第
１台座９４ａよりも寸法の小さい第２台座９４ｂを用いると共に、シェル１３ａの外周面
に、２つのドラム側連結装置１６を互いに距離を空けて取り付ける。ロッド９５は、ホル
ダ５３の上方から差し込み、ロッド９５の先端を上方に向けた状態で使用する。そして、
２つのドラム側連結装置１６のうちの一方をキャリア側連結装置２６に連結することで、
バスドラム１３がバスドラム用キャリア２３に装着される。このとき、台座として第２台
座９４ｂを用いた分、バスドラム１３は、図１０（ａ）のときよりも演奏者Ｐに近い位置
で、キャリア側連結装置２６と両ロッド９５とにより支持される。一方、図１１（ｂ）に
示すように、中サイズのバスドラム１３をバスドラム用スタンド３３に載置する場合、２
つのドラム側連結装置１６のうちの他方をスタンド側連結装置３６に連結する。このよう
にすることで、図１０（ｂ）に示す装着時と図１１（ｂ）に示す載置時とで、バスドラム
１３の周方向の向きがほぼ一定に維持される。尚、中サイズのバスドラム１３とは、バス
ドラム１３の口径が２２インチ～２６インチのバスドラムを言う。
【００４９】
　図１０（ｃ）に示すように、図１０（ｂ）のときよりも更に径の大きい大サイズのバス
ドラム１３をドラム連結システム１０に適用する場合、ドラム側連結装置１６の台座とし
て第２台座９４ｂを用いると共に、シェル１３ａの外周面に、２つのドラム側連結装置１
６を互いに距離を空けて取り付ける。ロッド９５は、ホルダ５３の下方から差し込み、ロ
ッド９５の先端を下方に向けた状態で使用する。そして、２つのドラム側連結装置１６の
うちの一方をキャリア側連結装置２６に連結することで、バスドラム１３がバスドラム用
キャリア２３に装着される。この場合、ロッド９５をホルダの下方から差し込んで使用す
る分、バスドラム１３は、図１０（ｂ）のときよりも少し打面Ｄを低くして、キャリア側
連結装置２６と両ロッド９５とにより支持される。一方、図１１（ｃ）に示すように、大
サイズのバスドラム１３をバスドラム用スタンド３３に載置する場合、２つのドラム側連
結装置１６のうちの他方をスタンド側連結装置３６に連結する。このようにすることで、
図１０（ｂ）に示す場合と同様に、図１０（ｃ）に示す装着時と図１１（ｃ）に示す載置
時とで、バスドラム１３の周方向の向きがほぼ一定に維持される。尚、大サイズのバスド
ラム１３とは、バスドラム１３の口径が２８インチ～３２インチのバスドラムを言う。



(11) JP 5666389 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

【００５０】
　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）ドラム連結システム１０では、マーチングドラムをマーチングキャリアに連結す
る連結構造と、マーチングドラムをドラムスタンドに連結する連結構造とが共通化されて
いるため、演奏者は、同じ操作方法で、マーチングドラムをマーチングキャリアに装着し
たり、ドラムスタンドに装着したりすることができる。よって、マーチングキャリアやド
ラムスタンドへのマーチングドラムの装着操作に関する煩わしさを解消することができる
。
【００５１】
　（２）スネアドラム用キャリア２１は、キャリア本体５１、一対のロッド５２、及びキ
ャリア側連結装置２４を備えている。テナードラム用キャリア２２は、キャリア本体５１
、一対のロッド７５、及びキャリア側連結装置２５を備えている。バスドラム用キャリア
２３は、キャリア本体５１、一対のロッド９５、及びキャリア側連結装置２６を備えてい
る。ドラム連結システム１０によれば、キャリア側連結装置２４，２５を両ロッド５２，
７５の先端にそれぞれ取り付けた場合、スネアドラム用キャリア２１、テナードラム用キ
ャリア２２として使用することができる。また、キャリア側連結装置２６をキャリア本体
５１の前面に取り付けた場合、バスドラム用キャリア２３として使用することができる。
これらの場合、マーチングキャリアの主要部をなすキャリア本体５１を共通部品として取
り扱うことができるため、ドラム連結システム１０全体として、部品点数を大幅に減らす
ことができる。また、演奏者は、同じ操作方法で、各種マーチングドラムをマーチングキ
ャリアに装着することもできる。
【００５２】
　（３）各ロッド５２，７５は、キャリア本体５１に対し着脱可能にそれぞれ取り付けら
れている。例えば、スネアドラム用キャリア２１、テナードラム用キャリア２２として使
用する場合、マーチングドラムの種類に応じて両ロッド５２，７５を付け替えることがで
きる。これにより、スネアドラム１１、テナードラム１２を演奏し易い位置でそれぞれ支
持することができる。また、バスドラム用キャリア２３として使用する場合、バスドラム
１３の口径に応じて、両ロッド９５を上下反転させて付け替えることもできる。これによ
り、口径の異なる各種バスドラム１３を演奏し易い位置でそれぞれ支持することもできる
。
【００５３】
　（４）キャリア側連結装置２４は、連結軸４１をフック５５ａ，５５ｂから外れないよ
うにロックするロック機構を備えている。このロック機構により連結軸４１がフック５５
ａ，５５ｂから外れないようにロックされるため、スネアドラム用キャリア２１やスネア
ドラム用スタンド３１に対しマーチングドラムを確実に装着することができる。これによ
り、演奏時に動きを伴うパレードにおいても、スネアドラム１１を、スネアドラム用キャ
リア２１から外れないように保持することができる。また、テナードラム用キャリア２２
やバスドラム用キャリア２３等のマーチングキャリア、テナードラム用スタンド３２やバ
スドラム用スタンド３３等のドラムスタンドにおいても、上記と同様の効果を奏すること
ができる。
【００５４】
　（５）キャリア側連結装置２４は、更に、スネアドラム用キャリア２１に装着されたス
ネアドラム１１の打面の角度を調整する角度調整機構を備えている。この角度調整機構に
より、連結軸４１周りにスネアドラム１１を回動させることで、スネアドラム１１の打面
の角度を、演奏者にとって叩打し易い角度に調整することができる。また、テナードラム
用キャリア２２においても、上記と同様の効果を奏することができる。
【００５５】
　（６）キャリア側連結装置２４の上端には、スネアドラム１１のチルトアップ時にボル
ト６０に当接される第３壁面２４ｃが設けられている。この第３壁面２４ｃは、ドラム側
連結装置１４のボルト６０と共に、スネアドラム１１を連結軸４１周りに第１角度αを超
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えて回動させないように規制する規制手段を構成する。この規制手段により、スネアドラ
ム１１が連結軸４１周りに第１角度αを超えて回動し、スネアドラム用キャリア２１に接
触することを防止できる。これにより、スネアドラム１１及びスネアドラム用キャリア２
１の双方に傷が付いたり、破損したりすることを防止できる。
【００５６】
　（７）架橋部材５６は、第１及び第２フック５５ａ，５５ｂ間を架橋すべく第１フック
５５ａの下端部に対し回動可能に取り付けられている。この架橋部材５６により、両フッ
ク５５ａ，５５ｂ間のピッチを一定の距離に維持したり、両フック５５ａ，５５ｂ間の位
置関係を水平に維持したりすることができる。これにより、スネアドラム用キャリア２１
に対しスネアドラム１１を容易にかつ円滑に着脱することができる。また、テナードラム
用キャリア２２においても、上記と同様の効果を奏することができる。
　（８）ドラム側連結装置１６は、一対の連結軸９０と、一対の連結金具９３と、両連結
金具９３をバスドラム１３に固定する台座９４とを備えている。台座９４は、バスドラム
１３のシェル１３ａに対し交換可能に取り付けられている。この台座９４ａ，９４ｂをバ
スドラム１３の口径に応じて交換することで、連結軸４１の軸中心からバスドラム１３ま
での距離を変更することができる。このため、演奏者は、口径の異なる各種バスドラム１
３を演奏し易い位置でそれぞれ支持することができる。
　（９）スネアドラム用スタンド３１は、スタンド本体６１、連結パイプ６２、ストッパ
６３、水平部材６４、及びスタンド側連結装置３４を備えている。テナードラム用スタン
ド３２は、スタンド本体８１、可動パイプ８２、固定パイプ８３、及びスタンド側連結装
置３５を備えている。バスドラム用スタンド３３は、スタンド本体１０１、平板１０２、
４本のフレーム１０３ａ～１０３ｄ、及びスタンド側連結装置３６を備えている。ドラム
連結システム１０によれば、各種マーチングドラム用のドラムスタンドを形成する場合、
マーチングキャリアの場合と同様に、ドラムスタンドの主要部をなすスタンド本体６１，
８１，１０１を共通部品として取り扱うことができる。このため、ドラム連結システム１
０全体として、部品点数を大幅に減らすことができる。また、演奏者は、同じ操作方法で
、各種マーチングドラムをドラムスタンドに装着することができる。
　（１０）連結軸４１の軸部４１ａには、樹脂製の筒状体４１ｃが装着されている。この
構成によれば、樹脂製の筒状体４１ｃによって、スネアドラム１１及びスネアドラム用キ
ャリア２１の連結部において金属部品同士が擦れ合ったり、接触したりして発生するノイ
ズを抑制することができる。
　（１１）フック５５ａ，５５ｂの裏面には、金属製のプレート部材５４がそれぞれ固定
されている。この構成によれば、図４（ａ），（ｂ）の二点鎖線で示すように、ロックレ
バー５７がロック位置に切り換えられているとき、プレート部材５４の露出した部分によ
って、樹脂製のロックレバー５７を後方から支持することができる。よって、ロックレバ
ー５７の操作時に過度の力が加えられたり、ロックレバー５７が頻繁に操作されたりして
ロックレバー５７が破損することを防止できる。
　（１２）下側のボルト５４ｂの先端には、樹脂製のキャップ５４ｅが装着されている。
この構成によれば、キャップ５４ｅによって、ロッド５２をフック５５ａ，５５ｂの下穴
５５ｄから抜けないように保持することができる。また、過度な力が加えられたときにフ
ック５５ａ，５５ｂがロッド５２に対し回転することも防止できる。
【００５７】
　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、バスドラム用キャリアを、例えば、図１２～図１３（ｃ）に示
すように変更してもよい。図１２に示すバスドラム用キャリア１１０は、前記キャリア側
連結装置２６がキャリア本体５１ではなく、ロッド１１１～１１３に固定されている点で
、図９に示すバスドラム用キャリア２３とは異なる。バスドラム用キャリア１１０は、キ
ャリア本体５１と、一対のロッド１１１～１１３と、キャリア側連結装置２６とを備えて
いる。ロッド１１１～１１３は、キャリア本体５１のホルダ５３に対し固定される基端部
１１１ａ～１１３ａと、基端部の上端から前方に延びる中間部１１１ｂ～１１３ｂと、中
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間部の先端から上方に延びると共に前記キャリア側連結装置２６が固定される先端部１１
１ｃ～１１３ｃとを有している。各ロッド１１１～１１３は、バスドラム用キャリア１１
０に装着されるバスドラム１３の口径に応じて、適切な形状及び長さを有するロッド１１
１～１１３に選択されて、交換される。各ロッド１１１～１１３は、先端部１１１ｃ～１
１３ｃを上方に向けて、キャリア本体５１に対しそれぞれ装着される。
【００５８】
　具体的には、口径が１４インチ～２０インチである小サイズのバスドラム１３の場合、
中間部１１１ｂの全長が比較的長くかつ基端部１１１ａと先端部１１１ｃとの間の高低差
が比較的大きいロッド１１１が用いられる。この場合、図１３（ａ）に示すように、バス
ドラム１３をキャリア側連結装置２６に固定すれば、打面Ｄを比較的高い位置にして、両
ロッド１１１により、小サイズのバスドラム１３を支持することができる。口径が２２イ
ンチ～２６インチである中サイズのバスドラム１３の場合、小サイズのバスドラム１３を
装着するときよりも、中間部１１２ｂの全長が短くかつ基端部１１２ａと先端部１１２ｃ
との間の高低差が小さいロッド１１２が用いられる。この場合、図１３（ｂ）に示すよう
に、バスドラム１３をキャリア側連結装置２６に固定すれば、小サイズのバスドラム１３
を装着するときよりも演奏者Ｐに近い位置で、両ロッド１１２により、中サイズのバスド
ラム１３を支持することができる。口径が２８インチ～３２インチである大サイズのバス
ドラム１３の場合、中サイズのバスドラム１３を装着するときよりも、中間部１１３ｂの
全長が更に短くかつ基端部１１３ａと先端部１１３ｃとの間の高低差が更に小さいロッド
１１３が用いられる。この場合、図１３（ｃ）に示すように、バスドラム１３をキャリア
側連結装置２６に固定すれば、中サイズのバスドラム１３を装着するときよりも演奏者Ｐ
に近い位置で、両ロッド１１３により、大サイズのバスドラム１３を支持することができ
る。
【００５９】
　よって、図１２に示すバスドラム用キャリア１１０を採用すれば、スネアドラム用キャ
リア２１やテナードラム用キャリア２２と同様に、前記キャリア側連結装置２６をロッド
１１１～１１３に固定することができる。このため、スネアドラム用キャリア２１、テナ
ードラム用キャリア２２、及びバスドラム用キャリア１１０間で、マーチングキャリアの
主要部をなすキャリア本体５１を共通部品として取り扱うことができる。従って、図９に
示すバスドラム用キャリア２３を採用するときよりも更に、ドラム連結システム１０全体
としての部品点数を減らすことができる。尚、図１２に示すバスドラム用キャリア１１０
を採用する場合、両ロッド１１１～１１３によりバスドラム１３を２点支持する必要があ
ることから、バスドラム１３のシェルの裏面において、ドラム側連結装置１６と対応する
位置に補強部材を設けることが好ましい。
【００６０】
　・本実施形態において、ドラム連結システム１０は、スネアドラム１１、テナードラム
１２、バスドラム１３等の各種マーチングドラムと、スネアドラム用キャリア２１、テナ
ードラム用キャリア２２、バスドラム用キャリア２３等のマーチングキャリア、及びスネ
アドラム用スタンド３１、テナードラム用スタンド３２、バスドラム用スタンド３３等の
ドラムスタンドとの連結システムとして構成されていた。これに代えて、ドラム連結シス
テム１０は、バスドラム１３以外の各種マーチングドラムと、バスドラム用キャリア２３
以外のマーチングキャリア、及びバスドラム用スタンド３３以外のドラムスタンドとの連
結システムとして構成してもよい。また、ドラム連結システム１０は、スネアドラム１１
以外の各種マーチングドラムと、スネアドラム用キャリア２１以外のマーチングキャリア
、及びスネアドラム用スタンド３１以外のドラムスタンドとの連結システムとして構成し
てもよい。また、ドラム連結システム１０は、テナードラム１２以外の各種マーチングド
ラムと、テナードラム用キャリア２２以外のマーチングキャリア、及びテナードラム用ス
タンド３２以外のドラムスタンドとの連結システムとして構成してもよい。
【００６１】
　・本実施形態において、キャリア側連結装置２４から、連結軸４１をフック５５ａ，５
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５ｂから外れないようにロックするロック機構を省略してもよい。また、テナードラム用
キャリア２２やバスドラム用キャリア２３等のマーチングキャリア、テナードラム用スタ
ンド３２やバスドラム用スタンド３３等のドラムスタンドにおいても、上記のロック機構
を省略してもよい。
【００６２】
　・本実施形態において、キャリア側連結装置２４から、スネアドラム用キャリア２１に
装着されたスネアドラム１１の打面の角度を調整する角度調整機構を省略してもよい。ま
た、テナードラム用キャリア２２においても、上記の角度調整機構を省略してもよい。
【００６３】
　・本実施形態において、スネアドラム用キャリア２１のキャリア側連結装置２４から架
橋部材５６を省略してもよい。同様に、テナードラム用キャリア２２においても架橋部材
８６を省略してもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１０…ドラム連結システム、１１…スネアドラム（マーチングドラム）、１２…テナー
ドラム（マーチングドラム）、１３…バスドラム（マーチングドラム）、１４，１５，１
６…ドラム側連結装置、２１…スネアドラム用キャリア（マーチングキャリア）、２２…
テナードラム用キャリア（マーチングキャリア）、２３…バスドラム用キャリア（マーチ
ングキャリア）、２４，２５，２６…キャリア側連結装置、２４ｃ…第３壁面２４ｃ（規
制手段）、３１…スネアドラム用スタンド（ドラムスタンド）、３２…テナードラム用ス
タンド（ドラムスタンド）、３３…バスドラム用スタンド（ドラムスタンド）、３４，３
５，３６…スタンド側連結装置、４１…連結軸、５１…キャリア本体、５２…ロッド、５
４…プレート部材（支持部材）、５５ａ，５５ｂ…フック、５６…架橋部材、５７…ロッ
クレバー（ロック機構）、５８…調整ネジ（角度調整機構）、５９…キャップ（角度調整
機構）、６０…ボルト（規制手段）、６１…スタンド本体、６３…ストッパ、９４ａ，９
４ｂ…台座。
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