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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファゴットのテナージョイント管本体と、テナージョイント管本体からトーンホール開
口部へ分岐するトーンホール管とを有し、テナージョイント管本体に対して垂直な方向で
あって、テナージョイント管本体から離れる方向を０°とし、テナージョイント管本体の
息の流れる方向を９０°としたときに、Ｄ（レ）のトーンホール管及びＣ（ド）のトーン
ホール管の息の吹き出し方向の角度が０°より大きく、９０°より小さいことを特徴とす
るファゴット。
【請求項２】
　ファゴットのテナージョイント管本体と、テナージョイント管本体からトーンホール開
口部へ分岐するＤ（レ）のトーンホール管及びＣ（ド）のトーンホール管とを有し、テナ
ージョイント管本体に対して垂直な方向であって、テナージョイント管本体から離れる方
向を０°とし、テナージョイント管本体の息の流れる方向を９０°としたときに、Ｄ（レ
）のトーンホール管及びＣ（ド）のトーンホール管の息の吹き出し方向の角度が４０度か
ら４５度からなることを特徴とするファゴット。
【請求項３】
　トーンホール開口部にカバードキーを設ける請求項１又は請求項２のいずれか記載のフ
ァゴット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、ドイツ式ファゴット及びフランス式ファゴットを含むファゴットに係り、
詳細にはファゴットのテナージョイント（ウイングジョイント）に係る。なお、バスーン
はファゴットと同義語である。
　更に詳細には、ファゴットのテナージョイント（ウイングジョイント）表面に設けられ
るトーンホール開口部（音孔）および、テナージョイント内部に設けられるテナージョイ
ント管本体から分岐され、トーンホール開口部まで連結するトーンホール管に係る。
【背景技術】
【０００２】
　オーケストラの木管群は、フルート、オーボエ、クラリネット、そしてファゴットの４
の楽器で構成される。フルート、オーボエ、クラリネットは高音の出る管の短い楽器であ
るのに対して、ファゴットは低音の出る管の長い楽器である。高音の出る楽器の場合、音
程を作り出すトーンホール（音孔）の間隔は、２～３ｃｍ程度であることから、指で直接
トーンホール（音孔）を塞ぐことができるが、低音の出る楽器であるファゴットのトーン
ホール（音孔）の間隔は広くなるため、指で直接トーンホール（音孔）を塞ぐことはでき
ない。
　直接指でトーンホールを塞ぐ為に考えられたのが、トーンホール（音孔）に角度をつけ
る工夫であり、これがファゴットが作られた１７世紀からのファゴットのテナージョイン
トのトーンホール（音孔）となっている。
【０００３】
　木管楽器であるファゴット１００は、息を吹き込むボーカルから、従来例のファゴット
の一部断面図である図６に図示するテナージョイント（ウイングジョイント）１０１を経
て、更にUターンするダブルジョイント、ロングジョイントを経て、先端の息の吹き出し
口であるベルに至る。
　テナージョイント（ウイングジョイント）１０１内部には、図６に図示するように、管
であるテナージョイント管本体１０２が設けられる。テナージョイント１０１の外周には
、息を吹き込むボーカル側から、先端の息の吹き出し口であるベル側にかけて、各音程（
Ｂ♭、Ｂ、Ｃ、Ｅ・・・）の各トーンホール開口部（音孔）１０３、１０４、１０５が開
口して設けられる。１０３はＥ（ミ）のトーンホール開口部、１０４はＤ（レ）のトーン
ホール開口部、１０５はＣ（ド）のトーンホール開口部である。
　演奏者は、ファゴットのＥ（ミ）のトーンホール開口部１０３を、左手人差し指で塞ぎ
、Ｄ（レ）のトーンホール開口部１０４は左手中指で塞ぎ、Ｃ（ド）のトーンホール開口
部１０５は、左手薬指で塞ぐ。
【０００４】
　ファゴットのテナージョイントは、他の楽器には無い独特な形状をしている。
１．フルート、クラリネットは円筒形であるのに対して、ファゴットは、円錐形からなる
。基本的には、７ｃｍごとに直径が１ｍｍ太くなる。テナージョイントの管本体は、直径
が管上部は９ｍｍで管下部は１５ｍｍ程度からなる。
２．ファゴット全長は、２６０ｃｍ程度になるが、まっすぐに作成すると、長い管の楽器
となり扱いに困るので、ダブルジョイントの下で折り返して低い方の管を形成している。
３．演奏者の左手部分は、図８図示のように、ロングジョイント１１１に手を当てて、そ
こから指でテナージョイントのそれぞれの、Ｅ（ミ）Ｄ（レ）Ｃ（ド）のトーンホールを
塞ぐ構造からなる。
【０００５】
４．ロングジョイント１１１部分は、直径が４４ｍｍφ程度であるので、テナージョイン
トはロングジョイント１１１の直径分厚みを持たせる必要がある（図８参照）。仮に、ロ
ングジョイント１１１の直径分の厚み（ｌ）がないと、指Ｆが届かない（図７参照）。
５．テナージョイントに厚み（ｌ）が生じた分、トーンホール管を長くできるため、図６
に図示するように、それぞれ角度をつけてトーンホール開口部を直接指でトーンホールを
塞ぐことができるようになった。
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【０００６】
　テナージョイント管本体１０２から、ファゴットのテナージョイント（ウイングジョイ
ント）表面に設けられる開口部である各トーンホール開口部１０３、トーンホール開口部
１０４、トーンホール開口部１０５まで、トーンホール管１１３、トーンホール管１１４
、トーンホール管１１５がそれぞれ分岐して連絡するように設ける。
　Ｅ（ミ）のトーンホール管１１３は、４．０～４．５ｍｍφで、２８～３５ｍｍ長さか
らなる。Ｄ（レ）のトーンホール管１１４は、６．５～７．１ｍｍφで、３１～４１ｍｍ
長さからなる。Ｃ（ド）のトーンホール管１１５は、４．４～５．２ｍｍφで、３１～４
１ｍｍ長さからなる。
　テナージョイント（ウイングジョイント）１０１の各トーンホール管が設けられた部分
の厚さは、３０～４０ｍｍ厚からなる。
【０００７】
　従来は、図６に図示するように、ファゴットの内側のテナージョイント管本体１０２か
ら分岐するＤ（レ）のトーンホール管１１４、Ｃ（ド）のトーンホール管１１５は、ボー
カル側とは逆に、すなわち息の吹き出し方向とは逆方向を向いていた。
　従来のトーンホール管１１４、１１５と、テナージョイント管本体１０２の吹き出しと
逆側に向いた、テナージョイント管本体１０２に直角に対して傾斜する角度ｂ’、ｃ’は
、図６に図示するように、４０度から４５度である。
　従来のトーンホール管１１３と、テナージョイント管本体１０２のベル側のすなわち吹
き出し側のなすテナージョイント管本体１０２に直角に対して傾斜する角度ａ’は、図６
に図示するように、３０度からなる。
　これは、テナージョイント１０１表面に開口するトーンホール開口部１０４、トーンホ
ール開口部１０５間の間隔を幅方向に近接して配置し、間隔が空いて、指が届かなくなる
のを避けるためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平３－１４１３９５号公報
【特許文献２】特開平１０－１６１６４６号公報
【特許文献３】特開平１０－１７１４４５号公報
【特許文献４】特開昭５０－１３１５１２号公報
【特許文献５】特開昭５５－０５３３９６号公報
【特許文献６】特開平１１－３３８４６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来のファゴットでは、トーンホール管１０４、トーンホール管１０５は、ファゴット
のテナージョイント内側に設けられるテナージョイント管本体１０２から分岐して開口部
であるトーンホール開口部（音孔）まで連結する。
　トーンホール管１０４、トーンホール管１０５は、ボーカル側に、即ち、息の吹き出し
方向と反対の方向を向いていた。そのため、息の流れに抵抗感が生ずる問題を有した。息
の流れに逆行したＤ（レ）のトーンホール管１０４、Ｃ（ド）のトーンホール管１０５の
角度のために、正しい音程を作ろうとすると他の音と比較すると強い抵抗感が生ずる。
【００１０】
　正しい音程を作る為にその強い抵抗感へ対して、より多くの息を吹き込む必要があり、
それを要求されるのが、従来のファゴットであり、ファゴットが難しい楽器とされる理由
でもある。
　ファゴットは、一番魅力のある音域が、ファゴット奏者にとっては一番演奏に困難が伴
う音域である。それは、テナージョイントのトーンホール管１１４、トーンホール管１１
５の息の吹き出し方向と反対の方向となる角度により生ずる強い抵抗感によるものである
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。
【００１１】
　ファゴットは、魅力ある音域であるため、ベートーヴェン、モーツアルト、ブラームス
などの作曲家がこの音域で美しい素晴らしいメロディを作曲している。例えば、ベートー
ヴェンの第９交響曲第３楽章８３小節から９０小節、ベートーヴェンの第６交響曲第２楽
章１０４小節から１１１小節では、テナージョイント（ウイングジョイント）１０１に設
けた、各トーンホール開口部１０３、トーンホール開口部１０４、トーンホール開口部１
０５を開閉しながら演奏しなければならないため、ファゴット奏者に困難を強いるもので
ある。
　ピアノのような鍵盤楽器では、該当する鍵盤を押せば音がでる、しかし、ファゴットの
ような吹奏楽器は、高音域は、低・中音域にくらべ、より多くの息の圧力を必要とする。
仮に、高音域を低・中音域で吹く圧力で演奏するとかなり音程が低くなり、正しい音程が
出せない。
【００１２】
　息の圧力を上げれば正しい音程になるが、小さな音（ｐ）で演奏する場合は唇でリード
の開きを小さくして少ない息で強い圧力をかける必要がある。その結果、必要以上の負担
が唇にかかり、本来のファゴットの魅力ある音を出せなくなることがしばし発生する。
【００１３】
　トーンホール管の構成は、ヴィヴァルディ、バッハが活躍した時代から変更がなされる
ことなく、数百年同一構成で用いられている。その理由は、一つにはテナージョイントの
トーンホールの角度が、ファゴットの独特の音を出していると信じられていたこと、二つ
にはファゴット製作者はファゴットの演奏者ではないことから、ファゴットを演奏する上
での困難を十分に理解することが出来ず従来の設計思想に基づいて製作を続けていること
、この２つが主な理由であると推察する。
　他方、ファゴットは高価な楽器であり、楽器によっては数百万円から一千万円以上する
、そして他の木管楽器に比べて大きなマーケットが存在するわけではない。そのため、一
般的なファゴット製作者は、研究開発の為にテナージョイントに孔を開けて試すことは躊
躇されたものと思われる。
　本願発明者は、ファゴット製作者であるが、日本における著名オーケストラのファゴッ
ト演奏者を務めた経験があり、ファゴットの演奏上の困難を理解していたと同時に、ファ
ゴットの普及の為にその困難を取り除く研究開発を続け、本発明を着想するに至った。
【００１４】
　先述の通り、従来は、テナージョイントのトーンホールの角度が、ファゴットの独特の
音を出していると信じられていた。
　しかし、発明者は、トーンホール管の径と長さが同じであれば、トーンホール管の方向
を問わず、ファゴットの音色に違いがないことを知見した。
【００１５】
　Ｄ（レ）のトーンホール管１１４と、Ｃ（ド）のトーンホール管１１５の角度を吹き出
し方向と逆方向から吹き出し方向に、テナージョイント管本体１０２に直角に対して傾斜
する角度を従来のトーンホール管とは反転させることにより、息がはるかにスムーズに流
れるようになり、楽に吹けるようになるが、音には何の影響もなく、同じ音がでることを
知見した。すなわち、本発明者は、トーンホール管は長さとその直径を変えることなく角
度を、吹き出し方向と逆方向から吹き出し方向に反転させることで、演奏しやすくなるこ
とを、知見した。
　本発明は、本発明者のこの知見に基づくものである。
【００１６】
　特許文献１「ファゴットのピアニシモキー機構」は、ドイツ式（ヘッケル式）ファゴッ
トのピアニシモキーの機構に関するものである。
　特許文献２「ファゴットの鍵機構」、特許文献３「ファゴット」は、ファゴットの鍵機
構に関し、特にＥ音孔を開閉するＥキーの構造に関する。
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　特許文献１乃至３は、いずれも、ファゴットのテナージョイントのトーンホール開口部
（音孔）の構造に係るものではない。
【００１７】
　特許文献３は、「管本体６に形成される音孔のうちベルジョイントおよびロングジョイ
ントに位置する低音域の音程Ｂ♭，Ｂ，Ｃ，Ｃ♯，Ｄ，Ｅ♭の音孔７を、内側開口端２０
ａが高音側で、外側開口端２０ｂが低音側となるように管本体６の軸線２１に対して斜め
に形成する。音孔７の傾斜角度δを１０°≦δ≦２０°とする。」の記載があるが、ファ
ゴットのベルジョイント、ロングジョイントに係るものである。
　ベルジョイント、ロングジョイントは、一般に３ｍｍ厚程からなり、その程度の厚さで
音孔７に角度を持たせても、音色に違いが明瞭にはでないと思われる。
　それに対して、テナージョイントは、３０～４０ｍｍ厚からなるので、ベルジョイント
、ロングジョイントとは、異なる。
【００１８】
　カバードキーは、木管楽器のフルートに用いられることが多く、カバードキーについて
は、種々知られている（特許文献４「フルートのキー機構及び連動キー」、特許文献５「
フルート」、特許文献６「フルートのリングキーおよびリングキー用カバー」）。
　しかし、これらはフルートに関するものであって、ファゴットのトーンホール開口部の
調整のためのものではない。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この発明は、
　ファゴットのテナージョイント管本体と、テナージョイント管本体からトーンホール開
口部へ分岐するトーンホール管とを有し、テナージョイント管本体に対して垂直な方向で
あって、テナージョイント管本体から離れる方向を０°とし、テナージョイント管本体の
息の流れる方向を９０°としたときに、Ｄ（レ）のトーンホール管及びＣ（ド）のトーン
ホール管の息の吹き出し方向の角度が０°より大きく、９０°より小さいことを特徴とす
るファゴット、
　からなる。
【００２２】
　この発明は、
　ファゴットのテナージョイント管本体と、テナージョイント管本体からトーンホール開
口部へ分岐するＤ（レ）のトーンホール管及びＣ（ド）のトーンホール管とを有し、テナ
ージョイント管本体に対して垂直な方向であって、テナージョイント管本体から離れる方
向を０°とし、テナージョイント管本体の息の流れる方向を９０°としたときに、Ｄ（レ
）のトーンホール管及びＣ（ド）のトーンホール管の息の吹き出し方向の角度が４０度か
ら４５度からなることを特徴とするファゴット、
　からなる。
 
【００２３】
　この発明は、更に、
　トーンホール開口部にカバードキーを設ける。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明では、ファゴットの内側の管から分岐するテナージョイント管本体の分岐点か
ら開口部であるトーンホール開口部（音孔）までのＤ（レ）のトーンホール管及びＣ（ド
）のトーンホール管は、ベル側に、即ち、息の吹き出し方向に向いているため、息の流れ
がスムーズとなった。
　角度を反転させて変えたため、従来のファゴットに比べ、はるかに息の流れをスムーズ
にすることにより、今まで抵抗感の多い音域とされていた音域を容易に演奏できるように
なった。その結果、演奏家の負担が軽くなり、ファゴットの特徴を存分に発揮できる楽器
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となった。
【００２５】
　従来のファゴットでは、抵抗感が多いため、息を少なくすると、音程が低くなりやすい
。その音程を改善させる目的で唇でリードを閉めるとリードの振動を抑えてしまい、その
結果、音が出にくくなる。
　この発明により、息の流れがスムーズになったことで、少量の息でも音程が低くなるこ
となく、正しい音程での演奏が容易になった。
　更に、Ｄ（レ）のトーンホール管及びＣ（ド）のトーンホール管のトーンホール開口部
（音孔）にカバードキーを設けることで、スムーズに演奏が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】この発明の実施の形態に係る実施例のファゴットの正面図である。
【図２】この発明の実施の形態に係る実施例のファゴットの分解状態の正面図である。
【図３】この発明の実施の形態に係る実施例のファゴットの一部拡大断面図である。
【図４】この発明の実施の形態に係る実施例のファゴットの一部拡大断面図である。
【図５】この発明の実施の形態に係る実施例のファゴットに使用するカバードキーの正面
図である。
【図６】従来例のファゴットの一部断面図である。
【図７】従来例のファゴットの一部断面図である。
【図８】従来例のファゴットの一部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　１１は、木管楽器であるファゴットである。図１、図２に図示するように、ファゴット
１１において、１２はボーカル、１３はテナージョイント（ウイングジョイント）、１４
はダブルジョイント、１５はロングジョイント、１６はベルである。
　図１、図２に図示するように、ファゴット１１は、息を吹き込むボーカル１２から、テ
ナージョイント（ウイングジョイント）１３、Uターンするダブルジョイント１４、ロン
グジョイント１５を経て先端の息の吹き出し口であるベル１６にそれぞれ接続して至る。
【００２８】
　図３、図４に図示する、３２は、テナージョイント管本体である。テナージョイント管
本体３２は、木部からなるテナージョイント１３の中央部に管状に設ける。２３は、Ｅ（
ミ）のトーンホール開口部（音孔）である。２４は、Ｄ（レ）のトーンホール開口部（音
孔）である。２５は、Ｃ（ド）のトーンホール開口部（音孔）である。トーンホール開口
部２３、トーンホール開口部２４、トーンホール開口部２５は、テナージョイント１３表
面にボーカル１２側から順次設ける。
【００２９】
　３３はＥ（ミ）のトーンホール管、３４はＤ（レ）のトーンホール管、３５はＣ（ド）
のトーンホール管である。トーンホール管３３は、テナージョイント管本体３２から分岐
してトーンホール開口部２３と連結する。
　Ｅ（ミ）のトーンホール管３３は、４．０～４．５ｍｍφで、２８～３５ｍｍ長さから
なる。Ｄ（レ）のトーンホール管３４は、６．５～７．１ｍｍφで、３１～４１ｍｍ長さ
からなる。Ｃ（ド）のトーンホール管３５は、４．４～５．２ｍｍφで、３１～４１ｍｍ
長さからなる。いずれも従来のトーンホール管１１３、１１４、１１５と同様である。
【００３０】
　トーンホール管３４は、トーンホール管３３との分岐位置より、ベル１６寄りで、テナ
ージョイント管本体３２から分岐して、トーンホール開口部２４と連結する。
　トーンホール管３５は、トーンホール管３４との分岐位置より、ベル１６寄りで、テナ
ージョイント管本体３２から分岐してトーンホール開口部２５と連結する。
　トーンホール管３３、トーンホール管３４、トーンホール管３５等全てのトーンホール
管、と、テナージョイント管本体３２の吹き出し側のなす角度は、直角より小さい。トー
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ンホール管３３、トーンホール管３４、トーンホール管３５等全てのトーンホールは、テ
ナージョイント管本体３２に対してベル側すなわち吹き出し側に傾いている。
【００３１】
　図４に図示するように、ファゴット１１のテナージョイント管本体３２と、ファゴット
１１のテナージョイント管本体３２からトーンホール開口部２３、トーンホール開口部２
４、トーンホール開口部２５へ分岐する、トーンホール管３４、トーンホール管３５との
、テナージョイント管本体３２のベル１６側のすなわち吹き出し側のなす角度ｂ、角度ｃ
は、図４に図示するように、４０度から４５度からなる。
　トーンホール管３３と、テナージョイント管本体３２のベル側のすなわち吹き出し側の
なす角度ａは、図４に図示するように、３０度からなる。
【００３２】
　図３、図４に図示するように、ファゴットのテナージョイント管本体３２と、テナージ
ョイント管本体３２からトーンホール開口部へ分岐するトーンホール管２３、２４、２５
とを有する。Ｄ（レ）のトーンホール管２４及びＣ（ド）のトーンホール管２５とテナー
ジョイント管本体３２の吹き出し側のなす角度ｂ、角度ｃは、テナージョイント管本体３
２に直角に対して、４０度から４５度に角度で傾斜して、吹き出し側に反転させ、テナー
ジョイント管本体３２に対して垂直に対して角度４０度から４５度の角度で傾斜する。
　傾斜角度は、図６に図示する従来のＤ（レ）のトーンホール管１１４及びＣ（ド）のト
ーンホール管１１５とテナージョイント管本体１０２の吹き出しとはテナージョイント管
本体に直角に対して逆側に反転している。
【００３３】
　トーンホール開口部のＤ（レ）のトーンホール開口部（音孔）２４、Ｃ（ド）のトーン
ホール開口部（音孔）２５にカバードキー５１を設ける。カバードキー５１の構造につい
て説明する。
　図５に図示する、５４はＤキー、５５はＣキーである。４４はＤカバードキー、４５は
Ｃカバードキーである。６４はＤキー用鍵棒、６５はＣキー用鍵棒である。
【００３４】
　Ｄカバードキー４４は、Ｄ（レ）のトーンホール開口部（音孔）２４を被覆する。Ｄカ
バードキー４４は、Ｄキー用鍵棒６４によって、Ｄキー５４に連結する。Ｄカバードキー
４４及び、Ｄキー５４は、Ｄキー用鍵棒６４の両端に取り付けられ、Ｄキー用鍵棒６４の
軸を回動中心とする回動に伴い連動する。
　そのため、Ｄキーの操作により、Ｄキー用鍵棒６４は、軸方向に回転し、Ｄキー用鍵棒
６４の回転に伴い、Ｄキー用鍵棒６４を介してＤカバードキー４４は回転移動し、トーン
ホール開口部（音孔）２４を開閉する。
【００３５】
　Ｃカバードキー４５は、Ｃ（ド）のトーンホール開口部（音孔）２５を被覆する。Ｃカ
バードキー４５は、Ｃキー用鍵棒６５によって、Ｃキー５５に連結する。Ｃカバードキー
４５及び、Ｃキー５５は、Ｃキー用鍵棒６５の両端に取り付けられ、Ｃキー用鍵棒６５の
軸を回動中心とする回動に伴い連動する。
　Ｃキー５５の操作により、Ｃキー用鍵棒６５は、軸方向に回転し、Ｃキー用鍵棒６５の
回転に伴い、Ｃキー用鍵棒６５を介してＣカバードキー４５は回転移動し、トーンホール
開口部（音孔）２５を開閉する。そのため、Ｃキー５５の操作により、Ｃキー用鍵棒６５
は軸方向に回転し、Ｃキー用鍵棒６５を介してＣカバードキー４５は、回転移動し、Ｃ（
ド）のトーンホール開口部（音孔）２５を開閉する。
　４６は、Ｅ―Ｆ♯トリルキーである。
【００３６】
　この発明では、ファゴットＡの内側の管であるテナージョイント管本体３２から分岐す
る管の分岐点から開口部であるトーンホール開口部（音孔）までの分岐管であるトーンホ
ール管３４、トーンホール管３５は、ベル側にすなわち、息の吹き出し方向に向いている
ため、息の流れがスムーズとなった。４０度から４５度からなる場合が、息の吹き出し上
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望ましい。
【００３７】
　更に、Ｃカバードキー４５、Ｄカバードキー４４等のカバードキーを設けた場合は、ト
ーンホール開口部２３、トーンホール開口部２４、トーンホール開口部２５間の間隔が空
いても、指が届かなくなるのを避けることが可能である。
【符号の説明】
【００３８】
１１　　ファゴット
１３　　テナージョイント（ウイングジョイント）
２３　　トーンホール開口部（音孔）Ｅ（ミ）
２４　　トーンホール開口部（音孔）Ｄ（レ）
２５　　トーンホール開口部（音孔）Ｃ（ド）
３２　　テナージョイント管本体
３３　　トーンホール管Ｅ（ミ）
３４　　トーンホール管Ｄ（レ）
３５　　トーンホール管Ｃ（ド）
 

 

【図１】 【図２】
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