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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演奏者により打撃されて演奏が行われる第１楽器が取り付けられる電子楽器用スタンド
において、
　前記第１楽器が取り付けられると共に、垂直方向に立設されるパイプと、
　そのパイプの前記垂直方向下部に連結されるベースと、
　そのベースに連結され、前記パイプを立設した状態に保持する脚部材と、
　その脚部材に取り付けられ、演奏者により踏動されて演奏が行われる第２楽器とを備え
、
　前記脚部材は、前記ベースの両側にそれぞれ連結され、そのベースに対して軸着される
軸着部と、その軸着部の反ベース側に連結される脚本体部とをそれぞれ備えており、
　前記軸着部は、前記パイプを立設する状態から前記垂直方向に並行する方向へ回動可能
に構成されていることを特徴とする電子楽器用スタンド。
【請求項２】
　前記ベースは、断面形状が１の開放された辺を有して形成され、前記軸着部が軸着され
た状態で、その軸着部の端部を内側に収容するものであり、
　前記ベースの内側面であって前記軸着部が前記パイプを立設した状態に保持する位置に
ある場合にその軸着部の端部と当接する第１当接部と、前記ベースの側面であって前記軸
着部が前記垂直方向に並行する方向に回動した位置にある場合に前記軸着部の外面と当接
する第２当接部とを備えていることを特徴とする請求項１記載の電子楽器用スタンド。
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【請求項３】
　前記ベースは、前記垂直方向視においてく字状に形成されており、
　前記脚本体部は、前記軸着部との連結部分から反連結部分の先端が、前記軸着部の軸心
方向と交わる方向で且つ前記ベースの中央方向に向かって配置されていることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の電子楽器用スタンド。
【請求項４】
　前記パイプは、隣接する２本のパイプで構成されており、
　その２本のパイプのそれぞれに対して、前記第１楽器を取り付ける取付部材を備え、
　その取付部材は、前記パイプを両側から挟持した状態で前記第１楽器を取り付けると共
に、その挟持力を調整可能に構成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか
に記載の電子楽器用スタンド。
【請求項５】
　前記取付部材は、その内面から軸心方向へ突起した突起部を備え、
　前記パイプは、その外面に前記突起部を収容する空間を形成する溝部を備え、
　前記溝部の空間は、前記取付部材の内面と対向する対向面と、前記第１楽器を取り付け
る取付位置まで前記取付部材を回動した場合に前記突起部が当接する第１側壁と、前記第
１楽器を収納する収納位置に前記取付部材を回動した場合に前記突起部が当接する第２側
壁とを有して構成されていることを特徴とする請求項４記載の電子楽器用スタンド。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子楽器用スタンドに関し、特に、持ち運び作業を簡略化できると共に、セ
ッティングを容易に行うことができる電子楽器用スタンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００６－２５９１９３号公報に開示されているように、演奏者により打撃される
ことで演奏が行われる電子ドラム及び電子シンバルや、演奏者がフットペダルを踏むこと
で演奏が行われる電子バスドラムなどで構成される電子ドラムセットが知られている。こ
の電子ドラムセットは、電子ドラム及び電子シンバルがスタンドに取り付けられると共に
、電子バスドラムが演奏者の好みに応じた位置に配置されてセッティングされる。
【０００３】
　また、電子ドラム及び電子シンバルが取り付けられるスタンドは、一対のＬ字状に組み
立てられたパイプを互いに並行配置し、そのＬ字状のパイプの間に水平のパイプを掛け渡
して構成される。電子ドラム及び電子シンバルは、Ｌ字状のパイプ及び水平に掛け渡され
たパイプに任意に取り付けられて、演奏者の好みに応じた位置に配置される。
【特許文献１】特開２００６－２５９１９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、電子ドラムセットを持ち運ぼうとした場合、一対のＬ字状のパイプと水
平に掛け渡されたパイプとで構成されるスタンドと電子バスドラムとが別体に構成されて
いるため、持ち運びの作業が煩雑になるという問題点があった。また、電子ドラムセット
をセッティングしようとした場合、電子バスドラムの位置を再調整して配置しなければな
らないので、セッティングにも手間がかかるという問題点があった。
【０００５】
　また、電子ドラムセットを持ち運ぶ場合には、持ち運び時の運搬スペースや持ち運ぶ場
所によって、電子ドラム及び電子シンバルをパイプから取り外し、更に、スタンドを分解
して持ち運ぶことがある。電子ドラム及び電子シンバルをパイプから取り外すと共にスタ
ンドを分解して持ち運ぶ場合には、電子ドラム及び電子シンバルの取り外し作業およびス
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タンドの分解作業が必要となるので、電子ドラムセットの持ち運びの作業がさらに煩雑に
なると共に、セッティングにもさらに手間がかかるという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、持ち運び作業を簡略
化できると共に、セッティングを容易に行うことができる電子楽器用スタンドを提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために請求項１記載の電子楽器用スタンドは、演奏者により打撃さ
れて演奏が行われる第１楽器が取り付けられるものであり、前記第１楽器が取り付けられ
ると共に、垂直方向に立設されるパイプと、そのパイプの前記垂直方向下部に連結される
ベースと、そのベースに連結され、前記パイプを立設した状態に保持する脚部材と、その
脚部材に取り付けられ、演奏者により踏動されて演奏が行われる第２楽器とを備え、前記
脚部材は、前記ベースの両側にそれぞれ連結され、そのベースに対して軸着される軸着部
と、その軸着部の反ベース側に連結される脚本体部とをそれぞれ備えており、前記軸着部
は、前記パイプを立設する状態から前記垂直方向に並行する方向へ回動可能に構成されて
いる。
【０００８】
【０００９】
　請求項２記載の電子楽器用スタンドは、請求項１記載の電子楽器用スタンドにおいて、
前記ベースは、断面形状が１の開放された辺を有して形成され、前記軸着部が軸着された
状態で、その軸着部の端部を内側に収容するものであり、前記ベースの内側面であって前
記軸着部が前記パイプを立設した状態に保持する位置にある場合にその軸着部の端部と当
接する第１当接部と、前記ベースの側面であって前記軸着部が前記垂直方向に並行する方
向に回動した位置にある場合に前記軸着部の外面と当接する第２当接部とを備えている。
【００１０】
　なお、断面形状が１の開放された辺を有して形成されるベースとは、断面が半円の筒状
に形成されたベースであっても良いし、断面がコ字状に形成されたベースであっても良く
、断面形状に１の開放された辺を有していれば、その形状は如何なる形状であっても良い
。
【００１１】
　請求項３記載の電子楽器用スタンドは、請求項１又は２に記載の電子楽器用スタンドに
おいて、前記ベースは、前記垂直方向視においてく字状に形成されており、前記脚本体部
は、前記軸着部との連結部分から反連結部分の先端が、前記軸着部の軸心方向と交わる方
向で且つ前記ベースの中央方向に向かって配置されている。
【００１２】
　請求項４記載の電子楽器用スタンドは、請求項１から３のいずれかに記載の電子楽器用
スタンドにおいて、前記パイプは、隣接する２本のパイプで構成されており、その２本の
パイプのそれぞれに対して、前記第１楽器を取り付ける取付部材を備え、その取付部材は
、前記パイプを両側から挟持した状態で前記第１楽器を取り付けると共に、その挟持力を
調整可能に構成されている。
【００１３】
　請求項５記載の電子楽器用スタンドは、請求項４記載の電子楽器用スタンドにおいて、
前記取付部材は、その内面から軸心方向へ突起した突起部を備え、前記パイプは、その外
面に前記突起部を収容する空間を形成する溝部を備え、前記溝部の空間は、前記取付部材
の内面と対向する対向面と、前記第１楽器を取り付ける取付位置まで前記取付部材を回動
した場合に前記突起部が当接する第１側壁と、前記第１楽器を収納する収納位置に前記取
付部材を回動した場合に前記突起部が当接する第２側壁とを有して構成されている。
【発明の効果】
【００１４】



(4) JP 5019919 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

　請求項１記載の電子楽器用スタンドによれば、垂直方向に立設されるパイプに、演奏者
により打撃されて演奏が行われる第１楽器が取り付けられ、パイプの垂直方向下部にはベ
ースが連結されている。ベースには、パイプを立設した状態に保持する脚部材が連結され
ており、その脚部材には、演奏者により踏動されて演奏が行われる第２楽器が取り付けら
れている。演奏者により踏動されて演奏が行われる第２楽器は、通常、電子楽器用スタン
ドとは別体に構成され、床面に設置される。そのため、持ち運びの作業が煩雑となると共
に、セッティングに手間がかかる。しかし、請求項１記載の電子楽器用スタンドによれば
、パイプ及びベースに一体に連結された脚部材に第２楽器が取り付けられているので、第
２楽器を電子楽器用スタンドと一緒に持ち運ぶことができ、持ち運びの作業を簡略化でき
ると共に、セッティングを容易に行うことができるという効果がある。
【００１５】
　また、垂直方向に立設されたパイプに、演奏者により打撃されて演奏が行われる第１楽
器が取り付けられているので、水平に掛け渡されるパイプに第１楽器を取り付ける場合と
比較して、電子楽器全体の省スペース化を図ることができるという効果がある。
【００１６】
　また、脚部材は、ベースの両側にそれぞれ連結され、そのベースには軸着部が軸着され
、その軸着部の反ベース側に脚本体部が連結されている。そして、軸着部は、パイプを立
設する状態から垂直方向に並行する方向へ回動可能に構成されているので、脚部材をパイ
プを立設した状態から垂直方向に並行する方向に回動することができる。脚部材は、ベー
スの両側にそれぞれ連結されていることから、ベースの両側から突出した状態に配置され
るので、その状態のまま持ち運ぶと脚部材が邪魔となる。しかし、脚部材が垂直方向（即
ち、パイプと並行となる方向）へ回動できるので、持ち運びの際に脚部材が邪魔となるこ
とを防止できるという効果がある。
【００１７】
　請求項２記載の電子楽器用スタンドによれば、請求項１記載の電子楽器用スタンドの奏
する効果に加え、ベースは、断面形状が１の開放された辺を有して形成されており、軸着
部が軸着された状態で、その軸着部の端部が内側に収容される。そして、軸着部がパイプ
を立設した状態に保持する位置にある場合には、ベースの内側面である第１当接部と軸着
部の端部とが当接し、軸着部が垂直方向に並行する方向に回動した位置にある場合には、
ベースの側面である第２当接部と軸着部の外面とが当接する。よって、パイプを立設した
状態に保持する位置と、持ち運びの際に脚部材を回動した位置とで、第１当接部および第
２当接部と軸着部とが当接するので、軸着部の位置決めを容易に行うことができる。従っ
て、軸着部が第１及び第２当接部と当接する位置に回動すれば、パイプを立設した状態に
保持する位置と持ち運びの際に脚部材を回動した位置とに軸着部を配置できるので、持ち
運びの作業を簡略化できると共にセッティングを容易に行うことができるという効果があ
る。
【００１８】
　請求項３記載の電子楽器用スタンドによれば、請求項１又は２に記載の電子楽器用スタ
ンドの奏する効果に加え、ベースは、垂直方向視においてく字状に形成されており、脚本
体部は、軸着部との連結部分から反連結部分の先端が、軸着部の軸心方向と交わる方向で
且つベースの中央方向に向かって配置されている。即ち、ベースの両側に配置される脚本
体部は、軸着部との反連結部分の先端が互いに内側に向かって配置されることになる。脚
部材には、踏動して演奏される第２楽器が取り付けられているので、反連結部分の先端が
外側に向かって配置されると、演奏者が踏動しづらくなる。しかし、脚本体部の反連結部
分の先端が内側に向かって配置されるので、演奏者が演奏し易い電子楽器用スタンドを提
供することができるという効果がある。
【００１９】
　請求項４記載の電子楽器用スタンドによれば、請求項１から３のいずれかに記載の電子
楽器用スタンドの奏する効果に加え、パイプは、隣接する２本のパイプで構成されており
、その２本のパイプのそれぞれに対して、第１楽器が取付部材により取り付けられる。よ
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って、パイプが２本の隣接するパイプにより構成されているので、取付部材により第１楽
器を取り付ける場合には、垂直方向のほぼ同位置に異なる第１楽器を取り付けることがで
きる。従って、演奏者が演奏し易い配置に第１楽器を取り付けることができる電子楽器用
スタンドを提供することができるという効果がある。
【００２０】
　また、取付部材は、パイプを両側から挟持した状態で第１楽器を取り付けると共に、そ
の挟持力を調整可能に構成されているので、取付部材の挟持力を調整して、垂直方向の高
さを容易に変更することができるし、垂直方向に対して回動する方向への位置も容易に変
更することができるという効果がある。
【００２１】
　請求項５記載の電子楽器用スタンドによれば、請求項４記載の電子楽器用スタンドの奏
する効果に加え、パイプの溝部の空間は、取付部材の内面と対向する対向面と、第１楽器
を取り付ける取付位置まで取付部材を回動した場合に取付部材の突起部が当接する第１側
壁と、第１楽器を収納する収納位置まで取付部材を回動した場合に取付部材の突起部が当
接する第２側壁とを有して構成されている。よって、取付部材の挟持力を弱くして、第１
楽器を取付位置または収納位置に回動させる場合には、第１側壁または第２側壁に突起部
が当接する位置まで回動することで、持ち運びの準備およびセッティングする位置に第１
楽器を回動することができる。従って、持ち運びの作業を簡略化できると共にセッティン
グを容易に行うことができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図
１を参照して、本発明の一実施の形態である電子楽器用スタンド１０を使用した電子楽器
システム１について説明する。図１は、本発明の一実施の形態である電子楽器システム１
の外観正面図である。
【００２３】
　図１に示す矢印Ｘは、電子楽器システム１（電子楽器用スタンド１０）の垂直（上下）
方向を示しており、矢印Ｙは、電子楽器システム１（電子楽器用スタンド１０）の奥行（
前後）方向を示しており、矢印Ｚは、電子楽器システム１（電子楽器用スタンド１０）の
幅（左右）方向を示している。また、矢印Ａ及びＢは、電子楽器システム１を収納する場
合に回動させる回動方向を示している。なお、以下の説明において、矢印Ｘ，Ｙ，Ｚ，Ａ
，Ｂは、同様の方向を示すものとする。
【００２４】
　図１に示すように、電子楽器システム１は、電子楽器用スタンド１０と、その電子楽器
用スタンド１０に取り付けられ、演奏者により打撃されて演奏が行われるタムパット３０
ａ，３０ｂ，３１ａ及びシンバルパット３２ａ，３２ｂ、ハイハットシンバル３３ｂ、ス
ネアパッド３４ｂと、電子楽器用スタンド１０に取り付けられ、演奏者により踏まれるこ
とで演奏が行われるフットペダル３５ａ，３５ｂと、電子楽器用スタンド１０の上部に配
置される音源３６とを有して構成されている。
【００２５】
　なお、タムパット３０ａ，３０ｂ，３１ａ及びシンバルパット３２ａ，３２ｂ、ハイハ
ットシンバル３３ｂ、スネアパッド３４ｂ、フットペダル３５ａ，３５ｂは、公知の電子
楽器であるので、その詳細な説明は省略する。また、音源３６は、タムパット３０ａ，３
０ｂ，３１ａ及びシンバルパット３２ａ，３２ｂ、ハイハットシンバル３３ｂ、スネアパ
ッド３４ｂ、フットペダル３５ａ，３５ｂから入力される信号（打撃及び踏動された強さ
や早さなどに関する信号）に基づいて楽音を生成し、図示しないスピーカや他の電子楽器
に楽音を出力するものである。
【００２６】
　タイムパッド３０ａは、後述するセンターパイプ１３ａ（図２参照）に取り付けられる
アームパイプ２０ａに固着されている。シンバルパット３２ａは、アームパイプ２０ａの
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端部に連結具２１ａを介して垂直方向（図１矢印Ｘ方向）に固着されるロッド２２ａによ
って支持されている。また、タムバッド３１ａは、センターパイプ１３ａに取り付けられ
るアームパイプ２３ａに固着されている。
【００２７】
　タイムパッド３０ｂは、後述するセンターパイプ１３ｂ（図２参照）に取り付けられる
アームパイプ２０ｂに固着されている。シンバルパット３２ｂは、アームパイプ２０ｂの
端部に連結具２１ｂを介して垂直方向（図１矢印Ｘ方向）に固着されるロッド２２ｂによ
って支持されている。また、ハイハットシンバル３３ｂは、センターパイプ１３ｂに取り
付けられるアームパイプ２３ｂに固着されている。また、スネアパッド３４ｂは、センタ
ーパイプ１３ｂに取付具２４を介して取り付けられている。
【００２８】
　フットペダル３５ａ，３５ｂは、電子楽器用スタンド１０の下部（図１下方、後述する
脚４０ａ，４０ｂ（図２参照））に取り付けられており、電子楽器用スタンド１０の前面
側（図１矢印Ｙ方向手前側）に配置されている。
【００２９】
　次に、図２を参照して、電子楽器用スタンド１０の構成について説明する。図２は、電
子楽器用スタンド１０の概略を示した正面図である。なお、図２では、演奏者により打撃
されるタムパット３０ａ，３０ｂ，３１ａ及びシンバルパット３２ａ，３２ｂ、ハイハッ
トシンバル３３ｂ、スネアパッド３４ｂの図示を省略している。
【００３０】
　図２に示すように、電子楽器用スタンド１０は、床面Ｆに設置される設置台としてのベ
ース１１と、そのベース１１の一方（図２矢印Ｚ方向右側）に連結されるパイプ１２ａと
、そのパイプ１２ａに連結され、床面Ｆに設置される設置台としての脚４０ａと、ベース
１１の他方（図２矢印Ｚ方向左側）に連結されるパイプ１２ｂと、そのパイプ１２ｂに連
結され、床面Ｆに設置される設置台としての脚４０ｂと、ベース１１に連結され床面Ｆに
対して垂直方向（図２矢印Ｘ方向）に立設されるセンターパイプ１３ａ，１３ｂと、その
センターパイプ１３ａ，１３ｂの上端を連結し、音源３６を載置する音源ホルダー１４と
を有して構成されている。
【００３１】
　センターパイプ１３ａには、２つの取付具２５ａが取り付けられており、その取付具２
５ａにアームパイプ２０ａ及びアームパイプ２３ａが連結されている。また、センターパ
イプ１３ｂには、上述した取付具２４と、２つの取付具２５ｂとが取り付けられており、
取付具２５ｂにアームパイプ２０ｂ、アームパイプ２３ｂが連結されている。なお、取付
具２５ａ，２５ｂと取付具２４とは、同じ構造に構成されている。
【００３２】
　取付具２４，２５ａ，２５ｂは、センターパイプ１３ａ，１３ｂを挟持した状態で固定
されるものであり、その挟持力は、図示しないネジにより容易に調整することができる。
よって、取付具２４，２５ａ，２５ｂの垂直方向（図２矢印Ｘ方向）の位置や、センター
パイプ１３ａ，１３ｂに対して回動する位置を簡単に調整することができる。
【００３３】
　なお、センターパイプ１３ａ，１３ｂは、互いに並行に配置され隣接して配置されてい
る。このセンターパイプ１３ａ，１３ｂ間の距離（図２矢印Ｚ方向の距離）を短くすれば
、電子楽器用スタンド１０を小規模化することができる。そのため、本実施の形態では、
取付具２４，２５ａ，２５ｂを上下移動および回動した場合に、取付具２４，２５ｂと取
付具２５ａとが当たらない最短距離としている。
【００３４】
　ベース１１には、その下部に床面Ｆと接する台座１５ａが設けられており、脚４０ａに
は、その下部に床面Ｆと接する台座１５ｂ，１５ｃが設けられており、脚４０ａには、そ
の下部に床面Ｆと接する台座１５ｄ，１５ｅが設けられている。この台座１５ａ～１５ｅ
により、電子楽器用スタンド１０が床面Ｆに対して支持されている。即ち、ベース１１と
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、脚４０ａ，４０ｂによって、センターパイプ１３ａ，１３ｂが垂直（矢印Ｘ方向）に保
持されている。
【００３５】
　また、脚４０ａ，４０ｂは、図１に示すように、パイプ１２ａ，１２ｂに対して直交す
る方向に連結されると共に、図２に示すように、パイプ１２ａ，１２ｂとの連結部分の反
対側の先端が、互いに向き合った方向（ベース１１の中心部分に向かう方向）に配置され
ている。また、図１に示すように、ベース１１は、垂直方向視（矢印Ｘ方向視）において
略く字状に形成されている。よって、台座１５ａ～１５ｅは、垂直方向視において、五角
形に構成されるので、安定して電子楽器用スタンド１０を保持することができる。
【００３６】
　また、脚４０ａ，４０ｂは、パイプ１２ａ，１２ｂに対して直交する方向に連結される
と共に、パイプ１２ａ，１２ｂとの連結部分の反対側の先端が、互いに向き合った方向に
配置されているので、その脚４０ａ，４０ｂの上部に取り付けられたフットペダル３５ａ
，３５ｂは、演奏者側に向くことになる。よって、演奏者は、フットペダル３５ａ，３５
ｂの踏動を、無理な姿勢をとることなく演奏することができる。
【００３７】
　なお、脚４０ａ，４０ｂは、パイプ１２ａ，１２ｂに対して直交する方向に連結される
ものとしたが、その直交する方向を含む交わる方向に連結するものとしても良い。これは
、パイプ１２ａ，１２ｂの長さや脚４０ａ，４０ｂの大きさに応じて、適宜設定される。
なお、パイプ１２ａ，１２ｂに交わる方向とは、例えば、直交する方向の±３０°の範囲
である。
【００３８】
　次に、図３を参照して、取付具２４，２５ａ，２５ｂの構造について説明する。図３は
、取付具２５ａとセンターパイプ１３ａの上面図および取付具２５ａがセンターパイプ１
３ａに取り付けられた状態を示した図である。なお、図３では、取付具２５ａについて説
明し、取付具２４，２５ｂについては、構造が同じであるため、その詳細な説明は省略す
る。
【００３９】
　また、図３（ａ－１）及び図３（ａ－２）は、タムパッド３０ａ，３１ａ及びシンバル
パッド３２ａが演奏を行う取付位置にある場合を示しており、図３（ｃ－１）及び図３（
ｃ－２）は、タムパッド３０ａ，３１ａ及びシンバルパッド３２ａが収納された収納位置
にある場合を示しており、図３（ｂ－１）及び図３（ｂ－２）は、取付位置と収容位置と
の中間位置にある場合を示している。
【００４０】
　まず、図３（ａ－１）を参照して、取付具２５ａ及びセンターパイプ１３ａの構造につ
いて説明する。取付具２５ａは、パイプ２０ａ，２３ａを挟持して連結する連結部２５ａ
１と、センターパイプ１３ａを挟持する挟持部２５ａ２と、センターパイプ１３ａを挟持
する挟持力を調整する調整部２５ａ３とで構成されている。
【００４１】
　連結部２５ａ１は、パイプ２０ａ，２３ａの角度（電子楽器用スタンド１０の左右方向
に対する回転角度）を調整した後、図示しないネジが締め付けられて、パイプ２０ａ，２
３ａを固定して連結する部分である。
【００４２】
　調整部２５ａ３は、パイプ２０ａ，２３ａの垂直方向の高さと、その垂直方向に対する
回転角度を調整した後に、図示しないネジが締め付けられて、センターパイプ１３ａに対
して取付具２５ａを固定する部分である。
【００４３】
　挟持部２５ａ２の内側（センターパイプ１３ａと対向する面）には、その挟持部２５ａ
２の中心（軸心）方向に向かって突起した突起２６ａが形成されている。また、センター
パイプ１３ａの外周面（取付具２５ａと対向する面）には、溝２７ａが形成されている。
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【００４４】
　センターパイプ１３ａの溝２７ａは、取付具２５ａと対向する対向面２７ａ１と、突起
２６ａが当接する２つの側壁２７ａ２，２７ａ３とにより、突起２６ａが収容される空間
が形成されている。また、溝２７ａは、センターパイプ１３ａの垂直方向の全域に亘って
形成されている（図５から溝２７ａがセンターパイプ１３ａの全域に亘って形成されてい
ることが解る）。
【００４５】
　図３（ａ－１）及び図３（ａ－２）に示す取付具２５ａは、タムパッド３０ａ，３１ａ
及びシンバルパッド３２ａを演奏者が演奏する場合に固定される位置（取付位置）にある
状態を示している。図示するように、取付具２５ａの突起２６ａがセンターパイプ１３ａ
の溝２７ａの側壁２７ａ２に当接している。
【００４６】
　図３（ｃ－１）及び図３（ｃ－２）に示す取付具２５ａは、電子楽器用スタンド１０を
持ち運ぶ場合に、タムパッド３０ａ，３１ａ及びシンバルパッド３２ａを収納する場合に
固定される位置（収納位置）にある状態を示している。図示するように、取付具２５ａの
突起２６ａがセンターパイプ１３ａの溝２７ａの側壁２７ａ３に当接している。
【００４７】
　よって、タムパッド３０ａ，３１ａ及びシンバルパッド３２ａを演奏する場合の位置と
、タムパッド３０ａ，３１ａ及びシンバルパッド３２ａを収納する場合の位置とは、突起
２６ａを側壁２７ａ２又は側壁２７ａ３に当接することで簡単に調整することができる。
【００４８】
　また、図３（ｂ－１）及び図３（ｂ－２）に示すように、突起２６ａが溝２７ａ内であ
れば、どの位置でも固定できるので、演奏者の好みに応じた位置にタムパッド３０ａ，３
１ａ及びシンバルパッド３２ａを固定することができる。
【００４９】
　次に、図４を参照して、ベース１１とパイプ１２ａ，１２ｂとを連結する構造について
説明する。図４は、ベース１１とパイプ１２ａ，１２ｂとを分解した底面視の斜視図であ
る。
【００５０】
　図４に示すように、パイプ１２ａには、垂直方向に第１貫通孔１２ａ１が貫通形成され
ると共に第２貫通孔１２ａ２が貫通形成され、水平方向に第３貫通孔１２ａ３が貫通形成
されている。同様に、パイプ１２ｂには、垂直方向に第１貫通孔１２ｂ１が貫通形成され
ると共に第２貫通孔１２ｂ２が貫通形成され、水平方向に第３貫通孔１２ｂ３が貫通形成
されている。
【００５１】
　ベース１１は、断面が半円の筒状に形成されており、その一方側（図４右側）の端部に
、水平方向に貫通孔１１ａ１が貫通形成され、他方側（図４左側）の端部に、水平方向に
貫通孔１１ｂ１が貫通形成されている。また、ベース１１の一方（図４右）の内側面には
、ネジ溝１１ａ２，１１ａ３が形成され、ベース１１の他方（図４左）の内側面には、ネ
ジ溝１１ｂ２，１１ｂ３が形成されている。
【００５２】
　なお、ベース１１は、断面が半円の筒状に形成するものとしたが、断面がコ字状に形成
するものとしても良いし、その形状は、特に限定しない。
【００５３】
　ベース１１へのパイプ１２ａの取り付けは、ベース１１の貫通孔１１ａ１とパイプ１２
ａの第３貫通孔１２ａ３とにシャフト５２ａを貫通し、その後、ネジ５３ａ１，５３ａ２
を第１及び第２貫通孔１２ａ１，１２ａ２を介して、ネジ溝１１ａ３，１１ａ２に螺着す
ることで行われる。
【００５４】
　同様に、ベース１１へのパイプ１２ｂの取り付けは、ベース１１の貫通孔１１ｂ１とパ
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イプ１２ｂの第３貫通孔１２ｂ３とにシャフト５２ｂを貫通し、その後、ネジ５３ｂ１，
５３ｂ２を第１及び第２貫通孔１２ｂ１，１２ｂ２を介して、ネジ溝１１ｂ３，１１ｂ２
に螺着することで行われる。
【００５５】
　なお、ネジ５３ａ１，５３ａ２，５３ｂ１，５３ｂ２を取り外すと、パイプ１２ａ，１
２ｂは、シャフト５２ａ，５２ｂを中心として回動可能に構成されている。即ち、パイプ
１２ａ，１２ｂは、ベース１１に軸着されている。
【００５６】
　また、ベース１１の一方の内面には、ネジ溝１１ａ２，１１ａ３に隣接して、３つの突
起５０ａが形成されており、ベースの一方側の側面には、Ｕ字状の切欠５１ａが形成され
ている。突起５０ａは、電子楽器用スタンド１０を設置する位置（センターパイプ１３ａ
，１３ｂを立設した状態に保持する位置）にパイプ１２ａが配置された場合にパイプ１２
ａの外周面が当接する部分であり、切欠５１ａは、電子楽器用スタンド１０を持ち運ぶ位
置（垂直方向に並行する方向に回動した位置）にパイプ１２ａが配置された場合に、その
パイプ１２ａの外周面が当接する部分である。
【００５７】
　また、ベース１１の他方の内面には、ベースの一方側と同様に、ネジ溝１１ｂ２，１１
ｂ３に隣接して、３つの突起５０ｂが形成されており、ベースの一方側の側面には、Ｕ字
状の切欠５１ｂが形成されている。
【００５８】
　よって、パイプ１２ａ，１２ｂの外周面と突起５０ａ，５０ｂ又は切欠５１ａ，５１ｂ
とを当接させることで、電子楽器用スタンド１０を設置する位置と、電子楽器用スタンド
１０を持ち運ぶ位置とに、パイプ１２ａ，１２ｂ（脚４０ａ，４０ｂ）を簡単に配置する
ことができる。
【００５９】
　次に、図５を参照して、電子楽器用スタンド１０を持ち運ぶ状態について説明する。図
５は、電子楽器用スタンド１０を持ち運ぶ状態を示した斜視図である。
【００６０】
　電子楽器用スタンド１０を持ち運ぶ場合には、まず、取付具２５ａ，２５ｂの挟持部２
５ａ３，２５ｂ３の図示しないネジを緩め、それぞれ内側（図１及び図２矢印Ｂ方向）へ
移動させる。この際、上述したように、取付具２５ａ，２５ｂを、突起２６ａ，２６ｂが
側壁２７ａ３，２７ｂ３に当接する位置まで回動し、その後、図示しないネジを締め付け
固定する。また、取付具２５ａ，２５ｂを回動する際には、タムパッド３０ａ，３０ｂ，
３１ａ及びシンバルパッド３２ａ、ハイハットシンバル３３ｂ、スネアパッド３４ｂがそ
れぞれ当たらないように、垂直方向（図５矢印Ｘ方向）の位置を調整しつつ行う。
【００６１】
　次に、電子楽器用スタンド１０を寝かせて、底面からネジ５３ａ１，５３ａ２，５３ｂ
１，５３ｂ２を緩めて、その後、パイプ１２ａ，１２ｂをセンターパイプ１３ａに並行と
なる方向（図１及び図２矢印Ａ方向）に回動して、電子楽器用スタンド１０を持ち運び可
能な状態とする。
【００６２】
　図５に示すように、電子楽器用スタンド１０は、持ち運び可能な状態となると、全ての
構成を一体にすることができると共に、折りたたまれてコンパクト（小規模化）にするこ
とができる。よって、電子楽器用スタンド１０を一体に持ち運ぶことができるので、持ち
運びの作業を簡略化することができる。また、フットペダル３５ａ，３５ｂが電子楽器用
スタンド１０に一体となっているので、別体に設けられたフットペダル３５ａ，３５ｂを
再度セッティングする手間を省くことができる。さらに、電子楽器用スタンド１０自体を
分解しなくても良いので、持ち運びの作業を簡略化できると共にセッティングの手間を省
くことができる。
【００６３】
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　また、取付具２５ａ，２５ｂの突起２６ａ，２６ｂを側壁２７ａ３，２７ｂ３に当接さ
せることで、タムパッド３０ａ，３０ｂ，３１ａ及びシンバルパッド３２ａ、ハイハット
シンバル３３ｂ、スネアパッド３４ｂを収容する位置に簡単に調整することができると共
に、パイプ１２ａ，１２ｂの外周面とベース１１の切欠５１ａ，５１ｂとを当接させるこ
とで、脚４０ａ，４０ｂを収納する位置に簡単に調整することができる。よって、電子楽
器用スタンド１０を持ち運ぶ状態に簡単に調整することができる。
【００６４】
　反対に、取付具２５ａ，２５ｂの突起２６ａ，２６ｂを側壁２７ａ２，２７ｂ２に当接
させることで、タムパッド３０ａ，３０ｂ，３１ａ及びシンバルパッド３２ａ、ハイハッ
トシンバル３３ｂ、スネアパッド３４ｂを取り付ける位置に簡単に調整することができる
と共に、パイプ１２ａ，１２ｂの外周面とベース１１の突起５０ａ、５０ｂとを当接させ
ることで、脚４０ａ，４０ｂを収納する位置に簡単に調整することができる。よって、電
子楽器用スタンド１０を演奏する状態に簡単に調整することができる。
【００６５】
　以上、実施例に基づいて本発明を説明したが、本発明は、上記実施例に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容
易に推察できるものである。
【００６６】
　上記実施の形態では、センターパイプ１３ａ，１３ｂを２本としたが、一本のセンター
パイプの構成としても良いし、２本以上のセンターパイプの構成としても良い。一本のセ
ンターパイプの構成では、タムパット３０ａ，３０ｂ，３１ａ及びシンバルパット３２ａ
，３２ｂ、ハイハットシンバル３３ｂ、スネアパッド３４ｂなどの電子楽器を上下に干渉
しないように取り付けるので、電子楽器の数が少ない場合に適している。２本以上のセン
ターパイプの構成では、反対に電子楽器の数が多い場合に適している。なお、センターパ
イプは、あくまで垂直方向に立設され、水平方向のパイプを有しない構成なので、電子楽
器用スタンド１０の省スペース化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の一実施の形態である電子楽器システムの外観正面図である。
【図２】電子楽器用スタンドの概略を示した正面図である。
【図３】取付具とセンターパイプの上面図および取付具がセンターパイプに取り付けられ
た状態を示した図である。
【図４】ベースとパイプとを分解した底面視の斜視図である。
【図５】電子楽器用スタンドを持ち運ぶ状態を示した斜視図である。
【符号の説明】
【００６８】
１０　　　　　　　　　　　　電子楽器用スタンド
１１　　　　　　　　　　　　ベース
１２ａ，１２ｂ　　　　　　　パイプ（脚部材の一部、軸着部）
１３ａ，１３ｂ　　　　　　　センターパイプ（パイプ）
１５ｂ～１５ｅ　　　　　　　台座（脚部材の一部）
３０ａ，３０ｂ，３１ａ　　　タムパット（第１楽器）
２４　　　　　　　　　　　　取付具（取付部材）
２５ａ，２５ｂ　　　　　　　取付具（取付部材）
２６ａ，２６ｂ　　　　　　　突起（突起部）
２７ａ，２７ｂ　　　　　　　溝（溝部）
２７ａ１，２７ｂ１　　　　　対向面
２７ａ２，２７ｂ２　　　　　側壁（第１側壁）
２７ａ３，２７ｂ３　　　　　側壁（第２側壁）
３２ａ，３２ｂ　　　　　　　シンバルパット（第１楽器）
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３３ｂ　　　　　　　　　　　ハイハットシンバル（第１楽器）
３４ｂ　　　　　　　　　　　スネアパッド（第１楽器）
３５ａ，３５ｂ　　　　　　　フットペダル（第２楽器）
４０ａ，４０ｂ　　　　　　　脚（脚部材の一部、脚本体部）
５０ａ，５０ｂ　　　　　　　突起（第１当接部）
５１ａ，５１ｂ　　　　　　　切欠（第２当接部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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