
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ドラム胴に張設された底側ドラムヘッド面を横切って延設されたスネアの張力を多段に調
節して切り換える装置であって、
前記ドラム胴への取付部と垂直軸部と水平軸部とを備えたベース部材と、
前記スネア端部の取付部を備え、前記垂直軸部に下方への付勢部材を介して上下動自在に
取り付けられたスライド部材と、
前記スライド部材に固設され上部のねじ部に調節ナットが上下位置調節可能に螺着された
複数の位置調節部材と、
前記各前記調節ナットに係合して前記各位置調節部材を持ち上げ可能にそれぞれ設けられ
た持上げ部材と、
前記各持上げ部材との軸結合部を一端にそれぞれ有するリンク部材と、
前記各リンク部材の他端との軸結合部を有し前記水平軸部にそれぞれ切換自在に取り付け
られた切換レバーとを含み、
前記各切換レバーの切換オンのときは前記対応するリンク部材により前記対応する持上げ
部材を介して前記対応する位置調節部材を持ち上げて前記スライド部材をそれぞれの所定
高さ位置に上昇させて前記スネアを引っ張り、前記各切換レバーの切換オフのときは前記
対応するリンク部材による前記対応する持上げ部材の前記対応する位置調節部材の持ち上
げを解除して前記付勢部材により前記スライド部材をそれぞれの元の高さ位置に下降させ
るようにしたことを特徴とするスネアドラムのスネアストレーナ。
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【請求項２】
請求項１において、前記複数の位置調節部材、持上げ部材、リンク部材及び切換レバーが
、それぞれ高張力位置用及び低張力位置用からなるスネアドラムのスネアストレーナ。
【請求項３】
請求項２において、前記切換レバーが、前記低張力位置用切換レバーの切換オフのときに
前記高張力位置用切換レバーも同時に切換オフとさせる係合部を有するスネアドラムのス
ネアストレーナ。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれかにおいて、前記ベース部材と前記スライド部材との間に該ス
ライド部材を上下方向に直進させる直動ガイド部を有するスネアドラムのスネアストレー
ナ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、スネアドラムのスネアストレーナに関し、特にはスネアの張力を多段に調節
して切り換える装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来スネアドラムには一つのスネアストレーナに一つのスネア（響線。スネアスナッピと
もいう。）が装置されていて、ストレーナをオン又はオフにすることによって前記スネア
を底側ドラムヘッド面に当接又は離隔して用いている。オンの場合におけるスネアの音色
はスネアの張力を調整するノブ等の調整部材によって行われる。ちなみに、スネアの張力
が高い（強い）と乾いた短い響きとなり、反対に張力が低い（弱い）と低く長い響きとな
る。
【０００３】
従来一般の装置では、あらかじめスネアの張力を調整し、演奏中はそのオン、オフの切換
を行うだけであった。これに対して、演奏中においてもすばやくスネアの異なる音色を切
り換えて使いたいという演奏者からの要請がある。
【０００４】
この要請に応えるものとして、例えば米国特許第５６８４２５７号に開示の装置がある。
この先行技術は、ストレーナにスネアの張力を切り換えるための複数の円弧状の係合位置
をあらかじめ定めておき、演奏中に切換レバーを操作して前記レバーの係合位置を変えて
スネアの張力を変化させ異なる音色を作出するものである。
【０００５】
しかしながら、この先行技術にあっては、スネアの張力を切り換える切換レバーの係合位
置があらかじめ定められているので、複数の異なった音色を得ることはできるが、必ずし
も演奏者の望む音色を得ることはできないという問題があった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、この発明は、このような問題を解決するために提案されたものであって、演奏者
の好みに応じて無段階に調節できる複数の調節位置を備え、演奏中にすばやく切り換える
ことができるスネアドラムのスネアストレーナを提供するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
すなわち、請求項１の発明は、ドラム胴に張設された底側ドラムヘッド面を横切って延設
されたスネアの張力を多段に調節して切り換える装置であって、前記ドラム胴への取付部
と垂直軸部と水平軸部とを備えたベース部材と、前記スネア端部の取付部を備え、前記垂
直軸部に下方への付勢部材を介して上下動自在に取り付けられたスライド部材と、前記ス
ライド部材に固設され上部のねじ部に調節ナットが上下位置調節可能に螺着された複数の
位置調節部材と、前記各前記調節ナットに係合して前記各位置調節部材を持ち上げ可能に

10

20

30

40

50

(2) JP 3583072 B2 2004.10.27



それぞれ設けられた持上げ部材と、前記各持上げ部材との軸結合部を一端にそれぞれ有す
るリンク部材と、前記各リンク部材の他端との軸結合部を有し前記水平軸部にそれぞれ切
換自在に取り付けられた切換レバーとを含み、前記各切換レバーの切換オンのときは前記
対応するリンク部材により前記対応する持上げ部材を介して前記対応する位置調節部材を
持ち上げて前記スライド部材をそれぞれの所定高さ位置に上昇させて前記スネアを引っ張
り、前記各切換レバーの切換オフのときは前記対応するリンク部材による前記対応する持
上げ部材の前記対応する位置調節部材の持ち上げを解除して前記付勢部材により前記スラ
イド部材をそれぞれの元の高さ位置に下降させるようにしたことを特徴とするスネアドラ
ムのスネアストレーナに係る。
【０００８】
請求項２の発明は、請求項１において、前記複数の位置調節部材、持上げ部材、リンク部
材及び切換レバーが、それぞれ高張力位置用及び低張力位置用からなるスネアドラムのス
ネアストレーナに係る。
【０００９】
また、請求項３の発明は、請求項２において、前記切換レバーが、前記低張力位置用切換
レバーの切換オフのときに前記高張力位置用切換レバーも同時に切換オフとさせる係合部
を有するスネアドラムのスネアストレーナに係る。
【００１０】
さらに、請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかにおいて、前記ベース部材と前
記スライド部材との間に該スライド部材を上下方向に直進させる直動ガイド部を有するス
ネアドラムのスネアストレーナに係る。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下添付の図面に従って、この発明を詳細に説明する。
図１はこの発明のスネアストレーナを備えたスネアドラムの側面図、図２は図１のスネア
ドラムの底面図、図３は図１のスネアドラムの一部を省略断面で表したスネアストレーナ
の右側面図、図４は同じくスネアストレーナの左側面図、図５は同じくスネアストレーナ
の正面図、図６は同じくスネアストレーナの平面図、図７は図６の７－７線で切断した断
面図、図８は図６の８－８線で切断した断面図、図９は図６の９－９線で切断した断面図
、図１０はベース部材の分解斜視図、図１１はスライド部材及び位置調節部材の分解斜視
図、図１２は持上げ部材、リンク部材及び切換レバーの分解斜視図、図１３はストレーナ
のオフ状態を示す断面図、図１４は低張力位置用切換レバーのオン状態を示す断面図、図
１５は高張力位置用切換レバーのオン状態を示す断面図である。
【００１２】
図１ないし図３に示されるように、この発明は、スネアドラム１０のスネアストレーナ（
緊張装置）に関し、ドラム下面のスネア（響線）２０の張力を調整し切り換える装置に関
する。スネアドラム１０は公知の構成を有するもので、図中の符号１１はドラム胴、１２
は打叩面である上側ドラムヘッド、１３は共鳴面となる底側ドラムヘッド、１４は上側ド
ラムフープ、１５は底側ドラムフープ、１６はスネア２０の端ベルト２１，２２を挿通す
るために底側ドラムフープ１５に形成された窓部、１７は前記ドラムヘッド１２，１３を
前記ドラムフープ１４，１５を介してドラム胴１１に取り付けるためのラグ、１８はその
ラグボルトである。
【００１３】
スネア２０は図２及び図３に図示したように、スネアドラム１０の底側ドラムへッド１３
面に配置され、その両端の端ベルト２１，２２を介して一側を固定側ストレーナ２３、他
側を可動側（操作側）ストレーナ３０に保持されている。
固定側ストレーナ２３は、図３のように、ストレーナ本体２３Ａの保持部２４と固定部材
２５との間にスネア２０の端ベルト２２を挟着し固定ボルト２６で固定するものである。
符号２７はドラム胴１１の取付孔１８へ挿入されるストレーナ本体２３Ａの取付部、２８
は前記取付部２７の内ねじ部（図示せず）に螺着される取付ねじである。
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可動側ストレーナ３０は、スネア２０を底側ドラムヘッド１３に当接（オン）又は離隔（
オフ）する本発明の切換機構を有するもので、以下に述べるように、この発明ではスネア
の張力を複数の位置で調整して切り換えることができるようになっている。
【００１４】
この発明のスネアストレーナ３０は、上のように、可動側ストレーナとして機能するもの
で、ベース３１と、スライド部材４０と、複数の位置調節部材５０，６０と、複数の持ち
上げ部材７０，８０と、複数のリンク部材９０，１００と、複数の切換レバー１１０，１
２０の各部を有する。なお、以下の実施例では、請求項２の発明として規定するように、
スネア２０が底側ドラムヘッド１３へ当接するオン状態において、高低２つの張力調節位
置を有する例について述べるが、この発明は３又はそれ以上の張力調節位置を有するよう
にすることもできる。
【００１５】
ベース３１は、図３ならびに図４及び図１０に図示されるように、この発明のスネアスト
レーナ３０をスネアドラム１０に固着するためのもので、ドラム胴１１の取付孔１９へ挿
入される取付部３２を有する。図３及び図４の符号３３は取付部３２の内ねじ部（図示せ
ず）に螺着される取付ねじを表す。また、このベース３１には、図１０に明示されるよう
に、後述するスライド部材４０を取り付けるための垂直軸部３４と、後述する切換レバー
１１０，１２０を取り付けるための水平軸部３７を有する。図１０の符号３４Ａは垂直軸
３４上端部の差込固定部、３４Ｂは垂直軸部３４の固定ネジ、３５は垂直軸部３４に巻着
される付勢部材であるコイルバネ、３６は垂直軸部３４の軸受け部、３８は水平軸部３７
の軸受け部、３７Ａは止め輪である。なお、符号３９は後述するスライド部材４０の下降
限度位置を規制するストッパ部、３９Ａはその緩衝部材を表す。
【００１６】
スライド部材４０は、図７ないし９の断面図及び図１１の分解斜視図からわかるように、
スネア２０端部の端ベルト２１の取付部４１を備え、スネア２０を引張する部材である。
この例では、取付部４１はスライド部材４０の保持部４１Ａと固定部材４１Ｂの間に端ベ
ルト２１を挟着し固定ボルト４１Ｃで固定するようになっている。
また、スライド部材４０は前記ベース部材３１の垂直軸部３４に下方への付勢部材である
コイルバネ３５を介して上下動自在に取り付けられている。符号４２は垂直軸部３４が挿
通される軸穴で、付勢部材であるコイルバネ３５は、図８の断面図のように、ベース部材
３１の軸受け部３６の上側部分３６Ａとスライド部材４０の軸穴４２の上端部に形成され
た段部４２Ａの間に介装される。
【００１７】
なお、前記ベース部材３１とスライド部材４０との間には、請求項４の発明として規定し
たように、スライド部材４０を上下方向に直動させる直動ガイド部４３を設けることが好
ましい。スライド部材４０は垂直軸部３４と直動ガイド部４３によって上下方向により安
定して直動することができる。実施例の直動ガイド部４３は図４の左側面図及び図１１の
分解斜視図に示されるように、ベース部材３１に固設された固定ねじ部４４（なお、図１
０に示したベース部材３１の符号４４Ｂは該固定ねじ部４４の取付孔である）と、スライ
ド部材４０に設けられ該固定ねじ部４４に沿って滑動するガイド溝部４６を備えたスライ
ドプレート４５から構成されている。図１１の符号４４Ａは固定ネジ部４４の座金、４５
Ａはスライドプレート４５をスライド部材４０に取り付ける取付ネジである。図１１のス
ライド部材４０に関し、符号４７は後述する切換レバー１１０が当接する緩衝ストッパ部
材で、４８は前記緩衝ストッパ部材４７の取付凹部である。
【００１８】
位置調節部材５０，６０は、図７ならびに図９の当該部分の断面図及び図１１の分解斜視
図からわかるように、前記スライド部材４０に複数固設されたロッド部材５１，６１と、
前記ロッド部材５１，６１上部のねじ部５２，６２にそれぞれ上下位置調節可能に螺着さ
れた調節ナット５３，６３とからなる。
図示の実施例では、低位置（ローテンション）用の第一位置調節部材５０と高位置（ハイ
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テンション）用の第二位置調節部材６０が示される。図示したように、各ロッド部材５１
，６１は、下部においてスライド部材４０の取付孔５５，６５に挿通されスプリングピン
５５Ａ，６５Ａによってスライド部材４０に固設される。図の符号５６，６６は調節ナッ
ト５５，６５を回動するためのゴム等よりなる調節つまみ（ラバーキャップ）で、５７，
６７はロッド部材５１，６１のねじ部５２，６２と調節ナット５３，６３との間の緩み止
めのための樹脂製チップで、５７Ａ，６７Ａは前記樹脂製チップ５７，６７の押えねじ、
５８，６８は次述する持上げ部材７０，８０との緩衝用のラバー座金である。
【００１９】
持上げ部材７０，８０は、図７ならびに図９及び図１２に図示のように、前記調節ナット
５３，６３に係合して前記第一及び第二の各位置調節部材を５０，６０を持上げ可能に設
けられている。この実施例では、図７及び図９のように、各持上げ部材７０，８０は、前
記ロッド部材５１，６１を挿通する挿通孔７１，８１を有し、その上面７２，８２が前記
調節ナット５３，６３の下面と係合して、ラバー座金５８，６８を介して各位置調節部材
を５０，６０を持ち上げ可能に構成されている。なお、図１２の持上げ部材８０に関する
符号８５はベース部材３１の下降限度位置に設けられたストッパ部材３９（緩衝部材３９
Ａ）に当接係止する当接部である。
【００２０】
リンク部材９０，１００は、図１２の斜視図からよくわかるように、前記各持上げ部材７
０，８０との軸結合部９１，１０１をそれぞれ一端に有している。リンク部材９０，１０
０は、図示のように、各持上げ部材７０，８０のそれぞれ左右両側に配置され前端に連結
穴部９３，１０３を有するリンク棒９２，１０２と、持上げ部材７０，８０に形成された
水平軸穴９４，１０４に挿通された軸ピン９５，１０５より構成されている。図１２の符
号９５Ａ，１０５Ａは軸ピン９５，１０５の止め輪である。リンク部材９０，１００の他
端（後端）は次述する切換レバー１１０，１２０に軸結合される。
【００２１】
切換レバー１１０，１２０は、図１２の分解斜視図のように、前記各リンク部材９０，１
００の他端（後端）との軸結合部１１１，１２１を有し、前記ベース３１の水平軸部３７
にそれぞれ切換自在に取り付けられている。切換レバー１１０，１２０の軸結合部１１１
，１２１は、図７及び図９の断面図のように、各切換レバー１１０，１２０の前側に設け
られた挿通孔１１２，１２２と、前記リンク棒９２，１０２の後端に形成された連結穴部
９９，１０９に挿通された軸ピン１１３，１２３と、止め輪１１３Ａ，１２３Ａからなる
。符号１１４，１２４は挿通孔１１２，１２２を形成する突部である。
また、各切換レバー１１０，１２０の下端には前記ベース３１の水平軸部３７を挿通する
挿通孔１１５，１２５が形成されていて、各切換レバー１１０，１２０は水平軸部３７を
中心として回動するようになっている。
そして、各切換レバー１１０，１２０の回動によって各リンク部材９０，１００を介して
各持ち上げ部材７０，８０及び位置調節部材５０，６０を上下動させ、もってスライダ部
材４０を上昇又は下降させる。
【００２２】
これによって、各切換レバー１１０，１２０は、切換オンのとき、すなわち、ここでは各
切換レバー１１０，１２０をドラム側に起こしたときには、対応するリンク部材９０，１
００により対応する持上げ部材７０，８０を介して対応する位置調節部材５０，６０を持
ち上げて、前記スライド部材４０をそれぞれの所定高さ位置に上昇させる。
一方、切換オフのとき、すなわち、ここでは各切換レバー１１０，１２０をドラムから離
れる方向に倒したときには、対応するリンク部材９０，１００による対応する持上げ部材
７０，８０の対応する位置調節部材５０，６０の持ち上げを解除して前記付勢部材３５に
より前記スライド部材４０をそれぞれの元の高さ位置に下降させる。
【００２３】
実施例の切換レバー１１０，１２０は、請求項３の発明として規定したように、低張力位
置用の第一切換レバー１１０を切換オフとしたときに高張力位置用の第二切換レバー１２
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０も同時に切換オフとさせる係合部１１７，１２７をそれぞれ有する。すなわち、低張力
位置用の第一切換レバー１１０には内側係合部１１７が形成され、高張力位置用の第二切
換レバー１２０には前記内側係合部１１７と係合する外側係合部１２７が形成されていて
、低張力位置用切換レバー１１０を外側へ倒して切換オフすると、その内側係合部１１７
が高張力位置用の第二切換レバー１２０の外側係合部１２７と係合して、高張力位置用の
第二切換レバー１２０も同時に外側へ倒されて切換オフとされる。図１２の符号１１８は
緩衝部材である。これによって、ストレーナーの切換オフをワンタッチで行うことができ
る。なお、この場合において、高張力位置用の第二切換レバー１２０を内側に起こして切
換オンとしたときには、低張力位置用切換レバー１１０も同時に内側へ起こされて切換オ
ンとされることはいうまでもない。
【００２４】
次に、図１３ないし図１５に従ってこの発明のスネアストレーナの切換作動を説明する。
これらの図では、説明のために切換レバー１１０，１２０を切断して省略しており、図中
各切換レバーが起こされてオン状態となっている場合は破線と符号でそれを示す。
前述したように、この実施例はストレーナのオン状態において高低２つのストレーナの張
力位置を切り換えるもので、該高低２つのストレーナの張力位置は、演奏者の好みによっ
てあらかじめ各位置調節部材５０，６０の調節ナット５３，６３を調節回動して任意の位
置に設定される。
図において、向かって左側が低張力位置用の第一調節部材５０で、前記した通り、第一持
上げ部材７０、第一リンク部材９０、第一切換レバー１１０と連結されており、向かって
右側が高張力位置用の第二調節部材６０で、第二持上げ部材８０、第二リンク部材１００
、第二切換レバー１２０と連結されている。
【００２５】
まず、図１３はストレーナのオフ状態を示す図である。この状態では、すべての切換レバ
ー１１０，１２０が倒されていて（なお、この例では、前述したように、第一切換レバー
１１０を倒すと第二切換レバー１２０も倒れるようになっている）、スライド部材４０は
垂直軸部３４に巻着された下方への付勢部材３５によって下方へ押し下げられて、図中位
置符号Ｏの位置に位置する。この位置Ｏでは、前記したようにスネア２０は底側ヘッド１
３より離隔してスネア２０が響かない状態となる。
ストレーナのオフ状態において、この実施例では、前記のようにベース部材３１にスライ
ダ部材４０の下降限度位置を規制するストッパ部３９及びその緩衝部材３９Ａが設けられ
ていて、第二持上げ部材８０の当接部８５と当接して切換レバー１１０，１２０の倒れ角
度を規制している。また、該緩衝部材３９Ａによって当接時の異音の発生が防止されると
ともに、切換オフ時のレバー節度感が得られる。
【００２６】
図１４は第一切換レバー１１０をオン操作して（起こして）、スライド部材４０を所定の
低張力高さ位置Ｐ１に上昇させた状態である。この状態で、スライド部材４０に取り付け
られたスネア２０は引張されて底側ヘッド１３に当接してスネア２０の演奏状態となる。
前記したように、第一切換レバー１１０のオンによって、対応するリンク部材９０により
対応する持上げ部材７０を介して対応する第一位置調節部材５０を持ち上げて、スライド
部材４０を所定高さ位置Ｐ１に上昇させる。図中符号４１ｘは図１３に示したストレーナ
オフ時のスネア取付部４１の位置であるが、ストレーナオフ時の位置Ｏと低張力高さ位置
Ｐ１とはこの例ではおよそ８ｍｍの差がある。なお、第一切換レバー１１０のオン操作時
において、その軸結合部１１１の突部１１４がスライド部材４０と当接するが、その部分
には緩衝ストッパ部材４７が設けられているので（図９参照）、当接時の異音の発生が防
止され、かつ切換時のレバー節度感が得られる。
【００２７】
図１５は、さらに、第二切換レバー１２０をオン操作して（起こして）、スライド部材４
０を所定の高張力高さ位置Ｐ２に上昇させた状態である。この状態は、スライド部材４０
に取り付けられたスネア２０の緊張状態を前記低張力よりもさらに高めた状態である。前
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記と同様に、第二切換レバー１２０のオンによって、対応するリンク部材１００により対
応する持上げ部材８０を介して対応する第二位置調節部材６０を持ち上げて、スライド部
材４０を所定高さ位置Ｐ２に上昇させる。図１５において、符号Ｓ１で示す高さ距離が、
前記第１切換レバー１１０による低張力高さ位置Ｐ１から、さらに第２切換レバー１２０
によって上昇した距離である。図中符号４１ｙは図１４に示した低張力高さ位置Ｐ１にお
けるスネア取付部４１の位置であるが、低張力高さ位置Ｐ１と高張力高さ位置Ｐ２とはこ
の例ではおよそ１ないし２ｍｍの差がある。なお、第二切換レバー１２０のオン操作時に
おいて、その外側係合部１２７が第一切換レバー１１０の内側係合部１１７と当接するが
、その部分には緩衝部材１１８が設けられているので、当接時の異音の発生が防止され、
かつ切換時のレバー節度感が得られる。
【００２８】
上の説明及び図からもわかるように、高張力高さ位置Ｐ２を定める第二調節部材６０の調
節ナット６３の下面位置は、低張力高さ位置Ｐ１を定める第一調節部材５０の調節ナット
５３の下面位置よりも低い位置に調節して使用することが必要である。第二調節部材６０
の調節ナット６３の下面位置が、第一調節部材５０の調節ナット５３の下面位置よりも高
い場合及び同じ高さの場合には、第一切換レバー１１０のオン操作後に、第二切換レバー
１２０をオン操作しても、第二調節部材６０を上昇させることができない。第一調節部材
５０及び第二調節部材６０がともに共通のスライド部材４０に設けられていることより当
然である。
【００２９】
【発明の効果】
以上図示し説明したように、この発明のスネアドラムのスネアストレーナによれば、スネ
アの張力の複数位置を演奏者の好みに応じて無段階に調節して設定することができ、これ
を演奏中にすばやく切り換えることができ、演奏者の望むスネアの音色を切り換えて演奏
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明のスネアストレーナを備えたスネアドラムの側面図である
【図２】図１のスネアドラムの底面図である。
【図３】図１のスネアドラムの一部を省略断面で表したスネアストレーナの右側面図であ
る。
【図４】同じくスネアストレーナの左側面図である。
【図５】同じくスネアストレーナの正面図である。
【図６】同じくスネアストレーナの平面図である。
【図７】図６の７－７線で切断した断面図である。
【図８】図６の８－８線で切断した断面図である。
【図９】図６の９－９線で切断した断面図である。
【図１０】ベース部材の分解斜視図である。
【図１１】スライド部材及び位置調節部材の分解斜視図である。
【図１２】持上げ部材、リンク部材及び切換レバーの分解斜視図である。
【図１３】ストレーナのオフ状態を示す断面図である。
【図１４】低張力位置用切換レバーのオン状態を示す断面図である。
【図１５】高張力位置用切換レバーのオン状態を示す断面図である。
【符号の説明】
１０　スネアドラム
１１　ドラム胴
１３　底側ドラムヘッド
２０　スネア
３０　スネアストレーナ（可動側）
３１　ベース部材
３２　取付部
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３４　垂直軸部
３５　付勢部材
３７　水平軸部
４０　スライド部材
４１　（スネア）取付部
５０，６０　位置調節部材
５１，６１　ロッド部材
５２，６２　ねじ部
５３，６３　調節ナット
７０，８０　持上げ部材
９０，１００　リンク部材
９１，１０１　軸結合部
１１０，１２０　切換レバー
１１１，１２１　軸結合部
１１７，１２７　係合部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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