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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】レーベルを汚さずにレコード盤を洗浄すること
ができ、クリーニングの作業性を向上させたレコード盤
洗浄用保持具を提供する。
【解決手段】ネジ穴１１０が設けられた平板状の台本体
１１と、中心にネジ穴１２０が設けられた円形状の押え
板１２と、ネジ穴１２０を介してネジ穴１１０に螺合し
、レコード盤２を挟んだ状態で押え板１２を台本体１１
に固定する締付ネジ１３とを備える。押え板１２は、レ
コード盤２に対向するレコード対向部と、レコード盤２
の音溝領域２１よりも径方向内側であって、レーベル領
域２２よりも径方向外側に配置される円環状のシール部
材１２１とを有する。台本体１１は、レコード盤２に対
向する上面に配置される円環状のシール部材１１１及び
１１２を有し、シール部材１１１は、音溝領域２１より
も径方向外側に配置され、シール部材１１２は、音溝領
域２１よりも径方向内側に配置される。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ネジ穴が設けられた平板状の台本体と、
　中心に貫通孔が設けられた円形状の押え板と、
　上記貫通孔を介して上記ネジ穴に螺合し、レコード盤を挟んだ状態で上記押え板を上記
台本体に固定する締付ネジとを備え、
　上記押え板は、上記レコード盤に対向するレコード対向部と、上記レコード盤における
音溝が形成された音溝領域よりも径方向内側であって、レーベル領域よりも径方向外側に
配置される円環状の第１シール部材とを有し、
　上記台本体は、上記レコード盤に対向するレコード対向面に配置される円環状の第２シ
ール部材及び第３シール部材を有し、
　上記第２シール部材は、上記音溝領域よりも径方向外側に配置され、
　上記第３シール部材は、上記音溝領域よりも径方向内側に配置されることを特徴とする
レコード盤洗浄用保持具。
【請求項２】
　上記第３シール部材は、上記レーベル領域よりも径方向外側に配置されることを特徴と
する請求項１に記載のレコード盤洗浄用保持具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、レコード盤洗浄用保持具に係り、さらに詳しくは、洗浄液を用いてレコード
盤を洗浄する際に使用されるレコード盤洗浄用保持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レコード盤は、音声情報が記録された円板状の記録媒体であり、様々な楽曲の記録媒体
として使用されている。音声情報は、音溝と呼ばれるカッティング溝に形成される凹凸に
対応する。この音声情報は、レコード盤を回転させながら、レコード針を介して音溝の凹
凸による振動を電気信号に変換することにより、読み取られる。
【０００３】
　レコード盤の表面には、ゴミや手垢が付き易く、定期的にクリーニングすることが必要
である。例えば、レコード盤のクリーニング作業は、洗浄液をレコード盤の表面に塗布し
、ブラシやクロスを用いて洗浄液を拭き取ることにより行われる。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　レコード盤の洗浄は、手作業で行われることが多い。このため、洗浄液をレコード盤に
塗布し、或いは、洗浄液をレコード盤から拭き取る際に、レコード盤のレーベルを汚して
しまうという問題があった。また、クリーニング時に、レコード盤を一方の手で押さえな
がら他方の手で拭き取り作業を行う場合、レコード盤を押えている方の手で盤面を引っ掻
き、音溝やレーベルに傷を付けてしまうという問題があった。また、レコード盤の下にゴ
ムシートなどを敷いてクリーニング作業を行う場合には、一方の手でレコード盤を押えて
いても他方の手で拭き取り作業を行えば、レコード盤が移動し、盤面にすれ傷を付けてし
まうという問題があった。
【０００５】
　また、レコード盤を一方の手で保持しながら他方の手で拭き取り作業を行う場合には、
レコード盤を誤って落下させ、レコード盤を破損させてしまうという問題があった。また
、レコード盤を片手で保持しながら拭き取り作業を行う場合には、レコード盤を保持して
いる手が盤面に触れ、皮脂が音溝に付着してしまうことが考えられる。また、洗浄液を拭
き取る際に、レコード盤を机などにぶつけてしまうことも考えられる。
【０００６】
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　本考案は、上記事情に鑑みてなされたものであり、レーベルを汚さずにレコード盤を洗
浄することができるとともに、クリーニングの作業性を向上させることができるレコード
盤洗浄用保持具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】
【０００７】
　本考案の第１の態様によるレコード盤洗浄用保持具は、ネジ穴が設けられた平板状の台
本体と、中心に貫通孔が設けられた円形状の押え板と、上記貫通孔を介して上記ネジ穴に
螺合し、レコード盤を挟んだ状態で上記押え板を上記台本体に固定する締付ネジとを備え
る。上記押え板は、上記レコード盤に対向するレコード対向部と、上記レコード盤におけ
る音溝が形成された音溝領域よりも径方向内側であって、レーベル領域よりも径方向外側
に配置される円環状の第１シール部材とを有する。上記台本体は、上記レコード盤に対向
するレコード対向面に配置される円環状の第２シール部材及び第３シール部材を有し、上
記第２シール部材は、上記音溝領域よりも径方向外側に配置され、上記第３シール部材は
、上記音溝領域よりも径方向内側に配置される。
【０００８】
　このレコード盤洗浄用保持具では、レコード盤を台本体に配置した際に、レコード盤が
円環状の第２シール部材及び第３シール部材により支持されるため、音溝を台本体のレコ
ード対向面に接触させることなく、レコード盤を保持することができる。また、第３シー
ル部材が音溝領域よりも径方向内側に配置されるため、締付ネジを締め付けることによっ
て押え板をレコード盤に押し付けた際に、レコード盤の変形を抑制することができる。さ
らに、押え板がレーベル領域よりも径方向外側に円環状の第１シール部材を有する。この
ため、押え板とレコード盤との間の空間が第１シール部材よりも径方向内側において封止
されることから、洗浄液を塗布し、或いは、拭き取る際の洗浄液によるレーベルの汚れを
防止することができる。また、レコード盤の洗浄を手作業で行う際に、レコード盤を手で
直接に保持する必要がないため、クリーニングの作業性を向上させることができる。
【０００９】
　本考案の第２の態様によるレコード盤洗浄用保持具は、上記構成に加え、上記第３シー
ル部材が、上記レーベル領域よりも径方向外側に配置されるように構成される。この様な
構成によれば、レコード盤と台本体との間の空間が第３シール部材よりも径方向内側にお
いて封止されることから、レコード盤の台本体側において、洗浄液がレーベル領域に浸入
することをより確実に防止することができる。また、レーベルを台本体の第３シール部材
に接触させることなく、レコード盤が保持されるため、レーベルの損傷を抑制することが
できる。
【考案の効果】
【００１０】
　本考案によるレコード盤洗浄用保持具では、音溝をレコード対向面に接触させることな
く、レコード盤が台本体により保持され、押え板がレーベル領域よりも径方向外側に第１
シール部材を有するため、レーベルを汚さずにレコード盤を洗浄することができるととも
に、クリーニングの作業性を向上させることができる。特に、レコード盤を手で直接に押
える必要がないため、音溝やレーベルに引っ掻き傷が付くのを抑制することができる。ま
た、レコード盤は、台本体によって保持されるため、クリーニング作業時に台本体ごとレ
コード盤が移動したとしても、盤面にすれ傷が付くのを抑制することができる。さらに、
レコード盤を手で直接に保持する必要がないため、レコード盤の損傷及び音溝の汚れを抑
制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本考案の実施の形態によるレコード盤洗浄用保持具１の一構成例を展開して示し
た斜視図である。
【図２】図１の台本体１１の構成例を示した平面図である。
【図３】図２の台本体１１をＡ－Ａ切断線により切断した場合の切断面を示した断面図で
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ある。
【図４】図１の押え板１２の構成例を示した平面図である。
【図５】図４の押え板１２をＢ－Ｂ切断線により切断した場合の切断面を示した断面図で
ある。
【考案を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本考案の実施の形態について、図面を参照して説明する。本明細書では、便宜上
、レコード盤洗浄用保持具が水平な床面などに設置され、レコード盤がレーベルを鉛直上
方に向けた状態で水平に保持されるものとして説明するが、本発明によるレコード盤洗浄
用保持具の使用時における姿勢を限定するものではない。
【００１３】
＜レコード盤洗浄用保持具１＞
　図１は、本考案の実施の形態によるレコード盤洗浄用保持具１の一構成例を展開して示
した斜視図である。このレコード盤洗浄用保持具１は、洗浄液を用いてレコード盤２を洗
浄する際に使用されるクリーニングベース装置であり、台本体１１、押え板１２及び締付
ネジ１３により構成される。
【００１４】
　レコード盤２は、音声情報が記録された円板状の記録媒体であり、音溝領域２１、レー
ベル領域２２及び中心孔２３が設けられている。音溝領域２１は、周方向に延びる音溝が
形成された円環状の記録領域である。レーベル領域２２は、楽曲名、曲目、演奏家名、レ
コード会社名などが表示される円形領域であり、盤面の中央部に配置される。レーベル領
域２２には、ラベル紙が貼り付けられ、或いは、レーベル情報が印刷される。中心孔２３
は、レコード盤２を再生装置のターンテーブルに配置する際の位置決め用の貫通孔である
。
【００１５】
　台本体１１は、レコード盤２が載置される平板状の作業台であり、中央部にネジ穴１１
０が設けられている。ネジ穴１１０は、締付ネジ１３を螺合させるための貫通孔であり、
ネジ溝が形成される。この台本体１１は、正方形状であり、レコード盤２に接触させる２
つのシール部材１１１及び１１２が上面に配置されている。シール部材１１１及び１１２
は、レコード盤２に当接することにより、音溝が台本体１１の上面に接触することを防止
するとともに、レコード盤２及び台本体１１間に形成される空間を封止するための円環状
の封止部品である。
【００１６】
　シール部材１１１は、レコード盤２の音溝領域２１よりも径方向外側に配置される。一
方、シール部材１１２は、音溝領域２１よりも径方向内側であって、レーベル領域２２よ
りも径方向外側に配置され、ネジ穴１１０を取り囲んでいる。
【００１７】
　押え板１２は、レーベル領域２２を覆いつつ、レコード盤２を台本体１１に押し付ける
ための円形状の上蓋であり、中心にネジ穴１２０が設けられている。ネジ穴１２０は、締
付ネジ１３を貫通させるための貫通孔である。この押え板１２は、レコード盤２に接触さ
せる１つのシール部材１２１を有する。
【００１８】
　シール部材１２１は、レコード盤２に当接することにより、押え板１２及びレコード盤
２間に形成される空間を封止するための円環状の封止部材である。このシール部材１２１
は、レコード盤２の音溝領域２１よりも径方向内側であって、レーベル領域２２よりも径
方向外側に配置される。また、シール部材１２１は、上下方向から見て、台本体１１のシ
ール部材１１２と重複する位置に配置される。
【００１９】
　締付ネジ１３は、レコード盤２を挟んだ状態で押え板１２を台本体１１に固定するため
の締結部品であり、押え板１２のネジ穴１２０を介して台本体１１のネジ穴１１０に螺合
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する。この締付ネジ１３は、頭部１３１及び軸部１３２により構成される。頭部１３１は
、手でつまみ易い形状及びサイズである。軸部１３２は、頭部１３１から下方に向かって
突出する形状である。
【００２０】
　例えば、締付ネジ１３は、アクリル樹脂製のＭ６雄ネジであり、軸部１３２の直径が６
ｍｍである。軸部１３２の下端部は、ネジ穴１２０及びレコード盤２の中心孔２３を貫通
してネジ穴１１０内に収容される。
【００２１】
＜台本体１１＞
　図２は、図１の台本体１１の構成例を示した平面図である。図３は、図２の台本体１１
をＡ－Ａ切断線により切断した場合の切断面を示した断面図である。台本体１１の上面Ｓ
ａは、レコード盤２に対向するレコード対向面である。一方、下面Ｓｂは、レコード対向
面とは反対側の面である。
【００２２】
　この台本体１１は、透明なアクリル樹脂製の平板であり、シール部材１１１及び１１２
をそれぞれ収容するための２つのシール溝１１４及び１１５と、台本体１１を支持するた
めの８つの脚部１１３とが設けられている。
【００２３】
　シール溝１１４及び１１５は、ネジ穴１１０を中心として周方向に延びる円環状の溝で
あり、上面Ｓａから下方に向かって凹んだ凹部からなる。シール溝１１４は、音溝領域２
１よりも径方向外側に位置し、レコード盤２の外周縁部に対向する。一方、シール溝１１
５は、音溝領域２１よりも径方向内側であって、レーベル領域２２の外周縁よりも径方向
外側に位置する。
【００２４】
　シール部材１１１及び１１２は、いずれも樹脂製のＯリングであり、シール溝１１４及
び１１５にそれぞれ配置される。例えば、シール部材１１１及び１１２は、弾性を有する
ゴム製のＯリングである。また、シール部材１１１及び１１２を延伸方向と交差する平面
により切断した場合の切断面の形状は、円形である。シール部材１１１及び１１２がシー
ル溝１１４及び１１５内に配置された状態では、シール部材１１１及び１１２の一部が上
面Ｓａから突出するように構成される。
【００２５】
　脚部１１３は、台本体１１の下面Ｓｂから突出する滑り止め用の支持部材により構成さ
れる。各脚部１１３は、下方に向かって延びる円柱形状であり、周方向の位置が互いに異
なっている。例えば、脚部１１３は、レコード盤２の外周縁よりも径方向外側の領域と、
レコード盤２の外周縁よりも径方向内側の領域とに設けられる。具体的には、台本体１１
の４つのコーナー部に４つの脚部１１３がそれぞれ配置され、音溝領域２１の内周縁付近
に４つの脚部１１３が配置される。また、脚部１１３は、ウレタンゴムにより形成される
。
【００２６】
　例えば、１２インチ（約３００ｍｍ）ＬＰサイズのレコード盤２をクリーニング対象と
する場合、台本体１１のサイズは、以下の通りである。台本体１１の厚さｔ１は、８ｍｍ
程度である。また、台本体１１は、一辺の長さが３５０ｍｍ程度であり、レコード盤２よ
りも大きい。シール溝１１４及び１１５の幅Ｗは、３．０ｍｍ程度である。ネジ穴１１０
は、Ｍ６雌ネジであり、直径は、６ｍｍ程度である。
【００２７】
＜押え板１２＞
　図４は、図１の押え板１２の構成例を示した平面図である。図５は、図４の押え板１２
をＢ－Ｂ切断線により切断した場合の切断面を示した断面図である。この押え板１２は、
透明なアクリル樹脂製の円板であり、レーベル領域２２を覆うレコード対向部１２２と、
レコード対向部１２２よりも径方向外側に設けられた段差部１２３とを有する。
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【００２８】
　段差部１２３は、厚さ方向、すなわち、上下方向の位置に応じて外径が変化する１つの
段差を有する。段差部１２３の下側部分は、上方にかけて縮径する傾斜した外周面を有し
、シール部材１２１が外周面に配置される。段差部１２３の上側部分は、下側部分よりも
外径が大きい。
【００２９】
　シール部材１２１は、樹脂製のＯリングであり、段差部１２３の下側部分の外周面に配
置される。例えば、シール部材１２１は、弾性を有するゴム製のＯリングである。また、
シール部材１２１を延伸方向と交差する平面により切断した場合の切断面の形状は、円形
である。
【００３０】
　シール部材１２１が段差部１２３の下側部分の外周面上に配置された状態では、シール
部材１２１の一部が押え板１２の下面から突出するように構成される。押え板１２の厚さ
ｔ２は、５ｍｍ程度であり、台本体１１よりも薄い。また、押え板１２の外径は、１１５
ｍｍ程度である。ネジ穴１２０の直径は、６．２ｍｍ程度である。
【００３１】
　上述したレコード盤洗浄用保持具１の使用方法は、以下の通りである。まず、台本体１
１を水平な床などに設置する。次に、レコード盤２を台本体１１上に載置した後、押え板
１２をレコード盤２上に配置する。この状態において、締付ネジ１３を押え板１２のネジ
穴１２０に挿通し、台本体１１のネジ穴１１０に螺合させる。締付ネジ１３を締め付けれ
ば、レコード盤２が台本体１１に固定される。
【００３２】
　次に、洗浄液をレコード盤２の盤面に塗布し、ブラシやクロスを用いて盤面上の洗浄液
を音溝に沿って延ばしながら拭き取ることにより、音溝内のゴミや手垢を除去することが
できる。
【００３３】
　本実施の形態によれば、レコード盤２を台本体１１に配置した際に、レコード盤２が円
環状のシール部材１１１及び１１２により支持されるため、音溝を台本体１１の上面Ｓａ
に接触させることなく、レコード盤２を保持することができる。また、シール部材１１２
が音溝領域２１よりも径方向内側に配置されるため、締付ネジ１３を締め付けることによ
って押え板１２をレコード盤２に押し付けた際に、レコード盤２の変形を抑制することが
できる。さらに、押え板１２がレーベル領域２２よりも径方向外側に円環状のシール部材
１２１を有する。このため、押え板１２とレコード盤２との間の空間がシール部材１２１
よりも径方向内側において封止されることから、洗浄液を塗布し、或いは、拭き取る際の
洗浄液によるレーベルの汚れを防止することができる。また、レコード盤２の洗浄を手作
業で行う際に、レコード盤２を手で直接に保持する必要がないため、クリーニングの作業
性を向上させることができる。
【００３４】
　さらに、レコード盤２と台本体１１との間の空間がシール部材１１２よりも径方向内側
において封止されることから、レコード盤２の台本体１１側において、洗浄液がレーベル
領域２２に浸入することをより確実に防止することができる。また、レーベルを台本体１
１のシール部材１１２に接触させることなく、レコード盤２が保持されるため、レーベル
の損傷を抑制することができる。
【符号の説明】
【００３５】
１　　　レコード盤洗浄用保持具
１１　　台本体
１１０　ネジ穴
１１１，１１２　シール部材
１１３　脚部
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１１４，１１５　シール溝
１２　　押え板
１２０　ネジ穴
１２１　シール部材
１２２　レコード対向部
１２３　段差部
１３　　締付ネジ
１３１　頭部
１３２　軸部
２　　　レコード盤
２１　　音溝領域
２２　　レーベル領域
２３　　中心孔

【図１】 【図２】
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