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(57)【要約】
【課題】
　楽器に生じた振動を効果的に増幅すると同時に、それ
ぞれの楽器が持ち合わせている音の独特な波形に変化を
加えることにより、複雑で深みのある音色を実現するこ
とができる楽器用共鳴補助具を提供する。
【解決手段】
　楽器における面状部分に取り付けて使用する楽器用共
鳴補助具１０を、楽器の面状部分に取り付けられる取付
面１１ａ１を有する楽器取付部１１と、取付面１１ａ１

に対して非垂直な状態で楽器取付部１１に支持された振
動用傾斜アーム１２と、振動用傾斜アーム１２に取り付
けられた重り１３とを備えたものとした。振動用傾斜ア
ーム１２が取付面１１ａ１に対して非垂直な状態で（傾
斜して）設けられていることにより、取付面１１ａ１に
垂直な方向の振動も含めたあらゆる方向の振動が重り１
３の振動に変換されやすくなっている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽器における面状部分に取り付けて使用する楽器用共鳴補助具であって、
　楽器の面状部分に取り付けられる取付面を有する楽器取付部と、
　前記取付面に対して非垂直な状態で楽器取付部に支持された振動用傾斜アームと、
　振動用傾斜アームに取り付けられた重りと、
を備えた
ことを特徴とする楽器用共鳴補助具。
 
【請求項２】
　楽器取付部が、
　前記取付面を有し、楽器の面状部分に取り付けられる取付基部と、
　前記取付面に略垂直な方向に進退可能に設けられた可動部材と、
　取付基部に対して可動部材を進退可能にガイドするためのガイド部材と
を備えたものとされ、
　振動用傾斜アームが可動部材に支持された
請求項１記載の楽器用共鳴補助具。
 
【請求項３】
　振動用傾斜アームが複数本設けられるとともに、それぞれの振動用傾斜アームに重りが
取り付けられた請求項１又は２記載の楽器用共鳴補助具。
 
【請求項４】
　複数本の振動用傾斜アームのうち、一の振動用傾斜アームが前記取付面に対して為す角
度が、他の振動用傾斜アームが前記取付面に対して為す角度と異なる請求項３記載の楽器
用共鳴補助具。
 
【請求項５】
　請求項１～４いずれか記載の楽器用共鳴補助具を取り付けた楽器。
 
【請求項６】
　空洞部を有し、その空洞部内に楽器用共鳴補助具が取り付けられた請求項６記載の楽器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、楽器に取り付けて使用する楽器用共鳴補助具と、この楽器用共鳴補助具を取
り付けた楽器とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　楽器は、それに生じた振動を音としていかに美しく響かせるかによってその価値が決ま
る。このため、楽器においては、それに生じた振動をいかに共鳴させるかが非常に重要と
なっている。
【０００３】
　この点、特許文献１には、空気振動を増幅させるための機構を備えた横笛が提案されて
いる。この横笛は、同文献の図１等に示されるように、歌口１と管頭２との間を占める管
頭内空間３に、共鳴板５と振り子６とからなる波動増幅器を備えている。共鳴板５は、同
文献の図４に示されるように、薄い板状のものとなっており、振り子６は、共鳴板５の略
中央に一端を固定された支持棒の先に重りを付けたものとなっている。横笛の歌口１（同
文献の図１）から息を吹き込んで横笛を鳴らすと、その振動が共鳴板５を介して振り子６
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に伝わり、振り子６が振動する。すると、横笛の管内気柱の振動が増幅され、豊かで味わ
い深い音色を出すことができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１０５２０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、特許文献１に記載の波動増幅器は、振動を増幅する点で、改善の余地が残る
ものであった。というのも、同文献の波動増幅器において高い増幅効果を得るためには、
共鳴板５の振動が振り子６に効率的に伝わるか否かが重要になる。換言すると、共鳴板５
の振動（共鳴板５における共鳴板５の板面に垂直な方向の振動）が、振り子６の支持棒の
振動（支持棒における支持棒に垂直な方向の振動）に効率的に変換されるかが重要である
。しかし、振り子６の支持棒は、同文献の図１に示されるように、共鳴板５の板面に対し
て垂直に設けられているため、共鳴板５の板面に垂直な方向の振動は、振り子６の支持棒
の振動に変換されにくくなっている。したがって、同文献の波動増幅器における増幅効果
は、限定的であると考えられるからである。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するために為されたものであり、振動をより効果的に増幅す
ることができ、より複雑で深みのある音色を実現することができる楽器用共鳴補助具を提
供するものである。また、この楽器用共鳴補助具を取り付けた楽器を提供することも本発
明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題は、
　楽器における面状部分に取り付けて使用する楽器用共鳴補助具であって、
　楽器の面状部分に取り付けられる取付面を有する楽器取付部と、
　前記取付面に対して非垂直な状態で楽器取付部に支持された振動用傾斜アームと、
　振動用傾斜アームに取り付けられた重りと、
を備えた
ことを特徴とする楽器用共鳴補助具
を提供することによって解決される。
【０００８】
　ここで、「楽器における面状部分」とは、楽器の内部又は外部に設けられた平面状又は
曲面状の部分のことを言う。以下においても同様とする。
【０００９】
　本発明の楽器用共鳴補助具は、重りを支持する振動用傾斜アームが、楽器取付部の取付
面に対して傾斜していることに特徴がある。これにより、取付面に垂直な方向の振動も含
めたあらゆる方向の振動が重りの振動に変換されやすくなり、振動をより効果的に増幅す
ることができるようになっている。加えて、振動用傾斜アームを取付面に垂直に固定した
場合に比べて、重りが複雑な振動をしやすくなり、より複雑な共鳴効果や残響効果によっ
て、より複雑で深みのある音色を実現することもできる。すなわち、バイオリン等の楽器
であって、工業的に大量生産されるものの発する音は、一定の規則正しい波形を有するこ
とが多いところ、本発明の楽器用共鳴補助具を取り付けることによって、音階、音律を損
なうことなく、予測のつかない複雑な形状に波形を変えることができ、自然界で生じる音
（例えば、滝の音や風の音等）のような心地よさを加えることができる。
【００１０】
　本発明の楽器用共鳴補助具においては、楽器取付部を、前記取付面を有し、楽器の面状
部分に取り付けられる取付基部と、前記取付面に略垂直な方向に進退可能に設けられた可
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動部材と、取付基部に対して可動部材を進退可能にガイドするためのガイド部材とを備え
たものとし、振動用傾斜アームが可動部材に支持されるようにすると好ましい。というの
も、楽器は、同一の材料を用いて同一の職人が製造したとしても、その音色や形状に微妙
な差が出ることも多い繊細な道具であるところ、このように可動部材に振動用傾斜アーム
を支持させるようにすることで、振動用傾斜アームと重りの位置を、それぞれの楽器に合
わせて調節することができるようになり、より効果的に振動を増幅することができるから
である。
【００１１】
　本発明の楽器用共鳴補助具においては、振動用傾斜アームを１本だけ設けるようにして
もよいが、振動用傾斜アームを複数本設けて、それぞれの振動用傾斜アームに重りを取り
付けるようにすると好ましい。これにより、複数個の重りがそれぞれに異なった動きをし
て、より複雑な共鳴効果や残響効果を得ることができる。
【００１２】
　上記のように振動用傾斜アームを複数本設ける場合には、複数本の振動用傾斜アームの
うち、一の振動用傾斜アームが前記取付面に対して為す角度が、他の振動用傾斜アームが
前記取付面に対して為す角度と異なるようにすると好ましい。これにより、複数個の重り
がより複雑に異なった動きをしやすくなり、より複雑な共鳴効果や残響効果を得ることが
できる。
【００１３】
　本発明の楽器用共鳴補助具は、これを取り付ける楽器の種類を特に限定されない。しか
し、特に、空洞部を有する楽器において、その空洞部内に本発明の楽器用共鳴補助具を取
り付けるようにすると好ましい。というのも、空洞部を有する楽器は、その空洞部内で音
を響かせることが多いところ、この空洞部内に本発明の楽器用共鳴補助具を配することに
よって、より効果的に振動を増幅させることができるからである。加えて、楽器は、その
外観の美しさも重要であるところ、空洞部内に本発明の楽器用共鳴補助具を取り付けるよ
うにすれば、楽器の外観の美しさを損なうことなく、本発明の楽器用共鳴補助具を取り付
けることができるからである。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明によって、振動をより効果的に増幅することができ、より複雑で
深みのある音色を実現することができる楽器用共鳴補助具を提供することが可能になる。
また、この楽器用共鳴補助具を取り付けた楽器を提供することも可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施態様の楽器用共鳴補助具の斜視図である。
【図２】本実施態様の楽器用共鳴補助具を取り付けたバイオリンを、当該バイオリンの中
心軸を含む平面で切断した断面図である。
【図３】本実施態様の楽器用共鳴補助具を、ガイド部材の中心線を含む平面で切断した断
面図である。
【図４】振動用傾斜アームの根元側部分における断面形状の例を示した図である。
【図５】楽器用共鳴補助具の重りを取り外して示した図である。
【図６】他の実施態様の楽器用共鳴補助具を、ガイド部材の中心線を含む平面で切断した
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の好適な実施態様について、図面を用いてより具体的に説明する。図１は、本実
施態様の楽器用共鳴補助具１０の斜視図である。本発明の楽器用共鳴補助具１０は、図１
に示すように、楽器取付部１１と、楽器取付部１１に支持された振動用傾斜アーム１２と
、振動用傾斜アーム１２に取り付けられた重り１３とを備えたものとなっている。この楽
器用共鳴補助具１０を、楽器における面状部分に楽器取付部１１で取り付けると、その楽
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器に生じた振動を増幅することができ、複雑で深みのある音色を実現することができる。
【００１７】
　図２は、本実施態様の楽器用共鳴補助具１０を取り付けたバイオリン９０を、当該バイ
オリン９０の中心軸を含む平面で切断した断面図である。以下、楽器用共鳴補助具１０に
よって振動が増幅される機構を、図２に示すように、バイオリン９０に楽器用共鳴補助具
１０を取り付ける場合を例に挙げて説明する。図２に示す例においては、楽器用共鳴補助
具１０を、バイオリン９０の共鳴胴９１内部における表板９２の裏面に取り付けている。
このバイオリン９０の弦９３を弓で擦ると、弦９３に発生した振動が表板９２に伝わる。
すると、表板９２の振動が楽器用共鳴補助具１０の楽器取付部１１を介して振動用傾斜ア
ーム１２に伝わり、重り１３が振動する。振動用傾斜アーム１２は、後で詳しく説明する
ように、細長い棒状に形成されているため、楽器取付部１１から受け取った振動を増幅し
て重り１３に伝えることができる。そして、重り１３が振動すると、その周囲の空気も振
動し、バイオリン９０の共鳴胴９１内部の空気振動が増幅される。加えて、重り１３の振
動は、振動用傾斜アーム１２及び楽器取付部１１を介して表板９２にも伝わり、表板９２
が長時間振動し続けるようになる。これにより、増幅された残響効果を長く得ることがで
き、複雑で深みのある音が出るようになっている。
【００１８】
　すなわち、楽器用共鳴補助具１０を取り付けた楽器の音色は、その楽器で音を鳴らした
際（楽器に振動を生じさせた際）に、その振動によって、楽器用共鳴補助具１０の重り１
３がどのように振動するか（どのような方向、振幅及び長さで振動するか）によって左右
される。この点、本実施態様の楽器用共鳴補助具１０においては、重り１３を効果的に振
動させるための種々の工夫が凝らされている。以下、本実施態様の楽器用共鳴補助具１０
の構造について詳しく説明する。
【００１９】
　図３は、本実施態様の楽器用共鳴補助具１０を、ガイド部材１１ｂの中心線を含む平面
で切断した断面図である。本実施態様の楽器用共鳴補助具１０においては、図１に示すよ
うに、楽器取付部１１が、取付基部１１ａと、ガイド部材１１ｂと、可動部材１１ｃとで
構成されており、振動用傾斜アーム１２は、このうち可動部材１１ｃに支持されている。
取付基部１１ａは、図３に示すように、その底部に取付面１１ａ１を有しており、この取
付面１１ａ１で楽器の面状部分に取り付けることができるようになっている。ガイド部材
１１ｂは、その一端が取付基部１１ａに固定された柱状に形成されている。可動部材１１
ｃは、ガイド部材１１ｂに取り付けられており、ガイド部材１１ｂに対する取付位置を移
動させることができるようになっている。このガイド部材１１ｂ及び可動部材１１ｃが設
けられている理由については、後で詳しく説明する。
【００２０】
　本実施態様においては、図１に示すように、振動用傾斜アーム１２として、第一アーム
１２ａ、第二アーム１２ｂ、第三アーム１２ｃ、第四アーム１２ｄ及び第五アーム１２ｅ
の５本のアームを設けている。それぞれの振動用傾斜アーム１２は、細長い棒状に形成さ
れており、重り１３を１つずつ取り付けられている。
【００２１】
　振動用傾斜アーム１２は、図３に示すように、その一端を可動部材１１ｃに固定されて
おり、取付基部１１ａの取付面１１ａ１に対して非垂直な状態で支持されている。このよ
うに、振動用傾斜アーム１２が取付面１１ａ１に対して傾斜して設けられていることで、
既に述べたように、取付面１１ａ１に垂直な方向の振動も含めたあらゆる方向の振動が重
り１３の振動に変換されやすくなっている。
【００２２】
　振動用傾斜アーム１２は、取付面１１ａ１に対して非垂直となっていればよく、取付面
１１ａ１に対してどの程度傾斜して設けるかは特に限定されない。しかし、振動用傾斜ア
ーム１２を、取付面１１ａ１に対して垂直に近い状態で設けた場合には、取付面１１ａ１

に垂直な方向の振動が重り１３に伝わりにくくなるおそれがある。このため、振動用傾斜
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アーム１２が取付面１１ａ１に対して為す角度θ（図３を参照）は、８５°以下となるよ
うにすると好ましい。角度θは、８０°以下とするとより好ましい。角度θは、０°であ
ってもよい。すなわち、振動用傾斜アーム１２は、取付面１１ａ１に対して平行に設ける
こともできる。
【００２３】
　振動用傾斜アーム１２は、楽器取付部１１から受け取った振動を増幅して重り１３を振
動させることができるようになっていれば、その具体的な形状を特に限定されない。本実
施態様においては、図１に示すように、振動用傾斜アーム１２を直線状の細長い棒状に形
成しているが、振動用傾斜アーム１２は、湾曲又は屈曲した棒状とすることもできる。
【００２４】
　本実施態様においては、図３の拡大図に示すように、振動用傾斜アーム１２の先端側部
分１２ｆと根元側部分１２ｇとで、振動用傾斜アーム１２の外面形状が異なっている。す
なわち、振動用傾斜アーム１２の先端側部分１２ｆにおいては、振動用傾斜アーム１２の
外面にネジ山１２ｈが設けられているが、根元側部分１２ｇにおいては、振動用傾斜アー
ム１２の外面にネジ山は設けられていない。先端側部分１２ｆにネジ山１２ｈが設けられ
ている理由については、後で詳しく説明する。
【００２５】
　図４は、振動用傾斜アーム１２の根元側部分１２ｇにおける断面形状の例を示した図で
ある。振動用傾斜アーム１２の断面形状は、先端側部分１２ｆにおいては、ネジ山１２ｈ
を有する都合上、略円形状となっている。一方、根元側部分１２ｇにおける振動用傾斜ア
ーム１２の断面形状は、特に限定されない。根元側部分１２ｇにおける振動用傾斜アーム
１２の断面形状は、円形状とすることもできるが、円以外の形状（非円形状）となるよう
にすると好ましい。具体的には、楕円形状や多角形状（三角形状や四角形状等）とすると
好ましい。というのも、本発明者が見出したところによると、振動用傾斜アーム１２の根
元側部分１２ｇにおける断面形状を非円形状とした場合には、円形状とした場合と比較し
て、振動用傾斜アーム１２の振動（重り１３の振動）が長く続きやすく、美しい残響効果
を長く得られやすくなるからである。図４に、振動用傾斜アーム１２の根元側部分１２ｇ
における断面形状の例を示す。
【００２６】
　振動用傾斜アーム１２の材料は、所望の剛性を有するものであれば、特に限定されない
。振動用傾斜アーム１２は、金属や、竹や、樹脂や、木等で形成することができる。本実
施態様においては、振動用傾斜アーム１２を金属製としている。本実施態様においては、
上述したように、振動用傾斜アーム１２を可動部材１１ｃに固定しているが、ガイド部材
１１ｂや可動部材１１ｃを設けず、振動用傾斜アーム１２を取付基部１１ａに直接固定す
るようにしてもよい。
【００２７】
　振動用傾斜アーム１２は、一つの楽器用共鳴補助具１０に１本だけ設けるようにしても
よいが、複数本設けるようにすると、それぞれの振動用傾斜アーム１２に取り付けられた
重り１３がそれぞれ独立に振動することによって、楽器の音色をより複雑で深みのあるも
のとすることができる。振動用傾斜アーム１２の本数は特に限定されないが、あまり多く
なりすぎると、重り１３同士がぶつかってしまうおそれがある。また、楽器用共鳴補助具
１０の構造が複雑化し、製造時の手間やコストがかさむおそれもある。このため、振動用
傾斜アーム１２の本数は、１０本以下とすると好ましく、８本以下とするとより好ましい
。本実施態様においては、上述したように、５本の振動用傾斜アーム１２を設けている。
【００２８】
　振動用傾斜アーム１２を複数本設ける場合において、振動用傾斜アーム１２が取付面１
１ａ１に対して為す角度θは、すべての振動用傾斜アーム１２について同じにしてもよい
。しかし、本実施態様においては、一の振動用傾斜アーム１２が取付面１１ａ１に対して
為す角度が、他の振動用傾斜アーム１２が取付面１１ａ１に対して為す角度と異なるよう
にしている。具体的には、例えば、図３に示すように、第一アーム１２ａが取付面１１ａ
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１に対して為す角度θ１と、第三アーム１２ｃが取付面１１ａ１に対して為す角度θ３と
が異なるようにしている。これにより、第一アーム１２ａに取り付けた重り１３と第三ア
ーム１２ｃに取り付けた重り１３とが、より複雑に異なった動きをするようにして、楽器
の音色をより複雑で深みのあるものとすることができる。
【００２９】
　振動用傾斜アーム１２を複数本設ける場合においては、全ての振動用傾斜アーム１２を
同じ長さとすることもできるが、複数本の振動用傾斜アーム１２のうち、一の振動用傾斜
アーム１２の長さと、他の振動用アームの長さとが異なるようにすると好ましい。これに
より、それぞれの振動用傾斜アーム１２に取り付けられた重り１３がより複雑に異なった
動きをするようにすることができる。
【００３０】
　本実施態様においては、それぞれの振動用傾斜アーム１２に重り１３を１個ずつ取り付
けている。しかし、一本の振動用傾斜アーム１２に複数個の重り１３を取り付けるように
してもよい。振動用傾斜アーム１２を複数本設ける場合や、一本だけ設けた振動用傾斜ア
ーム１２に複数個の重り１３を取り付ける場合等、一つの楽器用共鳴補助具１０に複数個
の重り１３を備える場合には、全ての重り１３が同じ重さとなるようにしてもよいが、一
の重り１３の重さと、他の重り１３の重さとが異なるようにすると好ましい。これにより
、それぞれの重り１３がより複雑に異なった動きをするようにすることができる。
【００３１】
　重り１３の形状は、特に限定されないが、本実施態様においては、図１に示すように、
重り１３を略円柱状に形成している。重り１３は、楕円柱状や、多角柱状としてもよい。
あるいは、重り１３として、市販の金属ナット等を流用することもできる。重り１３を振
動用傾斜アーム１２に対してどのように取り付けるかについても特に限定されないが、本
実施態様においては、図３の拡大図に示すように、重り１３にネジ穴１３ａを設けており
、後で詳しく説明するように、このネジ穴１３ａに振動用傾斜アーム１２の先端側部分１
２ｆを螺合させることによって重り１３を振動用傾斜アーム１２に対して取り付けている
。
【００３２】
　図５は、楽器用共鳴補助具１０の重り１３を取り外して示した図である。図５（ａ）は
、重り１３全体の斜視図であり、図５（ｂ）は、重り１３を図５（ａ）のＡ－Ａ線で切断
した断面図である。本実施態様においては、図１に示すように、振動用傾斜アーム１２が
重り１３の重心を通るようにしている。しかし、図５に示すように、振動用傾斜アーム１
２の通り道であるネジ穴１３ａが、重り１３の重心以外の箇所を通るようにすることも好
ましい。換言すると、重り１３が、偏心した状態で振動用傾斜アーム１２に取り付けられ
るようにすると好ましい。これにより、重り１３の重みが振動用傾斜アーム１２に対して
より不均一にかかりやすくして、重り１３がより複雑に振動するようにすることができる
。
【００３３】
　重り１３を柱状に形成する場合において、重り１３の厚みをどの程度にするかは、重り
１３の材質や振動用傾斜アーム１２の材質及び太さ等によっても異なり、特に限定されな
い。しかし、重り１３の幅Ｗ（図５（ｂ）を参照。重り１３を円柱状とする場合には、そ
の底面の直径のこと。重り１３を円柱以外の柱状とする場合には、底面の最長幅のこと。
以下同じ。）に対して、厚みＴを大きくしすぎると、図５に示すように振動用傾斜アーム
１２に対して重り１３を偏心させて取り付けるようにした場合に、その効果が得られにく
くなるおそれがある。このため、重り１３の幅Ｗに対する厚みＴの比Ｔ／Ｗは、２．０以
下とすると好ましく、１．０以下とするとより好ましい。一方、重り１３の厚みＴを小さ
くしすぎると、重り１３の重さを確保しにくくなり、重り１３が振動しにくくなるおそれ
がある。このため、比Ｔ／Ｗは、０．２以上とすると好ましく、０．４以上とするとより
好ましい。本実施態様のように、振動用傾斜アーム１２として、細い金属線や竹等、振動
に反応しやすいものを採用する場合には、比Ｔ／Ｗを０．５程度とすることが好ましい。
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【００３４】
　重り１３は、所望の重さを実現可能であれば、その素材を特に限定されない。重り１３
は、例えば、金属、ゴム、樹脂、竹、木、繊維、ガラス、陶器等で形成することができる
。本実施態様においては、重り１３を金属製としている。
【００３５】
　本実施態様においては、図１に示すように、可動部材１１ｃを略円柱状に形成しており
、５本の振動用傾斜アーム１２を可動部材１１ｃの外周面に放射状に取り付けている。し
かし、可動部材１１ｃの形状や、複数本の振動用傾斜アーム１２を可動部材１１ｃにどの
ように取り付けるかについては、これに限定されない。例えば、可動部材１１ｃを、取付
基部１１ａの取付面１１ａ１に略平行に配された棒状部材とし、複数の振動用傾斜アーム
１２を、その棒状部材の長手方向に並べて配するようにしてもよい。
【００３６】
　ところで、既に述べたように、楽器は、同じ職人が同じ材料を用いて製作したものであ
っても、その細部構造や音の響き方に一つ一つ個性が出るものである。また、「良い音色
」を一義的に定義することは難しく、人によって好みが分かれるところである。このため
、本実施態様においては、楽器の個性や、その楽器を演奏する人の好みに合わせて、楽器
用共鳴補助具１０を細かく調節することができるようにしている。
【００３７】
　具体的には、振動用傾斜アーム１２を支持する可動部材１１ｃを、取付基部１１ａに対
して進退させることができるようにしている。すなわち、図３に示すように、ガイド部材
１１ｂの外周面にはネジ山１１ｂ１が設けられており、可動部材１１ｃの略中央部分には
ネジ穴１１ｃ１が設けられていて、可動部材１１ｃがガイド部材１１ｂに螺合された状態
となっている。可動部材１１ｃをガイド部材１１ｂに対して回転させると、ガイド部材１
１ｂ上における可動部材１１ｃの位置を移動させることができる。ガイド部材１１ｂは、
取付基部１１ａの取付面１１ａ１に対して略垂直に設けられているため、可動部材１１ｃ
をガイド部材１１ｂ上で移動させることで、可動部材１１ｃを取付面１１ａ１に対して略
垂直な方向に進退させることができる。これにより、楽器の面状部分に対する振動用傾斜
アーム１２の位置を変化させて、重り１３が所望の態様で振動するように調節することが
できるようになっている。
【００３８】
　ここで、可動部材１１ｃの位置を調節した後にも可動部材１１ｃがガイド部材１１ｂ上
を移動可能なままとした場合には、楽器に振動が加わること等によって可動部材１１ｃの
位置が変わってしまい、再度調整を行わなければならなくなるおそれがある。このため、
本発明においては、調整後の可動部材１１ｃをガイド部材１１ｂに対して動かないように
することができる可動部材固定機構を設けることが好ましい。このような機構としては、
例えば、ネジ穴１１ｃ１部分にいわゆる「緩まないネジ」の構造を採用することが考えら
れる。あるいは、ガイド部材１１ｂの外周面に固定することができるストッパ部材を別に
用意し、これをガイド部材１１ｂにおける可動部材１１ｃの両脇に取り付けることによっ
て、可動部材１１ｃがそれ以上進退移動できないようにしてもよい。
【００３９】
　可動部材１１ｃがガイド部材１１ｂ上を移動できるようにするための構造は、上記の螺
合構造に限定されない。例えば、ガイド部材１１ｂにレール溝を形成し、そのレール溝に
係合可能なレール用突起を可動部材１１ｃに設けて、レール用突起がレール溝内を移動す
ることによって、可動部材１１ｃがガイド部材１１ｂ上を移動できるようにしてもよい。
あるいは、可動部材１１ｃを、弾性材料で形成された筒状部材とし、その筒状部材の内周
寸法が、ガイド部材１１ｂの外周寸法と略一致するようにすることもできる。この場合に
は、ガイド部材１１ｂの外周壁と可動部材１１ｃの内周壁との間に比較的大きな摩擦力が
生じるため、可動部材１１ｃをガイド部材１１ｂ上で移動させる際には一定以上の力を加
える必要がある反面、可動部材固定機構を設けなくとも、この摩擦力によって可動部材１
１ｃがガイド部材１１ｂに対して動かないようにすることができる。
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【００４０】
　本実施態様の楽器用共鳴補助具１０においては、可動部材１１ｃの位置を調節できるこ
とに加えて、振動用傾斜アーム１２上における重り１３の位置も調節することができるよ
うになっている。具体的には、図３の拡大図に示すように、重り１３に設けられたネジ穴
１３ａに、振動用傾斜アーム１２の先端側部分１２ｆにおける外面に設けられたネジ山１
２ｈが螺合された状態となっている。これにより、重り１３を振動用傾斜アーム１２に対
して回転させることで、ガイド部材１１ｂ及び可動部材１１ｃの場合と同様に、振動用傾
斜アーム１２上における重り１３の位置を移動させて、重り１３が所望の態様で振動する
ように調節することができるようになっている。
【００４１】
　重り１３を振動用傾斜アーム１２上で移動可能とする場合にも、可動部材１１をガイド
部材１１ｂ上で移動可能とする場合と同様、調整後の重り１３が振動用傾斜アーム１２に
対して動かないようにすることができる重り固定機構を設けることが好ましい。このよう
な重り固定機構としては、可動部材固定機構の例として挙げた構成と同様の構成を採用す
ることができる。
【００４２】
　重り１３を振動用傾斜アーム１２上で移動可能とするための機構は、上記の螺合構造に
限定されない。この機構としては、可動部材１１ｃをガイド部材１１ｂ上で移動可能とす
るための機構として例示した構成と同様の構成を採用することができる。また、振動用傾
斜アーム１２上における重り１３の位置を調節する必要がない場合等には、このような機
構自体を設けず、重り１３を振動用傾斜アーム１２に対して始めから固定して取り付ける
ようにしてもよい。
【００４３】
　図６は、他の実施態様の楽器用共鳴補助具１０を、ガイド部材１１ｂの中心線を含む平
面で切断した断面図である。以上で説明した図１～図３に示す実施形態においては、振動
用傾斜アーム１２が、取付面１１ａ１から遠ざかる向きに突出して設けられていた。換言
すると、振動用傾斜アーム１２の先端側部分１２ｆと根元側部分１２ｇとのうち、根元側
部分１２ｇの方が取付面１１ａ１に近くなっていた（以下、このような振動用傾斜アーム
１２を「離反型アーム」と呼ぶことがある。）。しかし、本発明の楽器用共鳴補助具１０
においては、図６に示すように、振動用傾斜アーム１２を、取付面１１ａ１に近付く向き
に突出して設けることもできる。換言すると、振動用傾斜アーム１２の先端側部分１２ｆ
と根元側部分１２ｇとのうち、先端側部分１２ｆの方が取付面１１ａ１に近くなるように
することもできる（以下、このような振動用傾斜アーム１２を「接近型アーム」と呼ぶこ
とがある。）。一つの楽器用共鳴補助具１０に複数の振動用傾斜アーム１２を設ける場合
には、離反型アームと接近型アームとを混在させてもよい。
【００４４】
　楽器用共鳴補助具１０は、これを取り付ける楽器の種類を特に限定されず、面状部分を
有する楽器であれば、どのような楽器にでも取り付けることができる。このような楽器と
しては、例えば、弦楽器や、管楽器や、打楽器等が挙げられる。より具体的には、弦楽器
としては、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ピアノ、ギター、ウクレレ、マ
ンドリン、三味線、琵琶、胡弓、胡琴、琴、ハープ等が例示される。管楽器としては、篠
笛、龍笛、神楽笛、能管、尺八、フルート、ピッコロ、クラリネット、オーボエ、ファゴ
ット、トランペット、コルネット、トロンボーン、ホルン、サクソフォン、ユーフォニア
ム、チューバ、リコーダー、パイプオルガン等が例示される。打楽器としては、各種太鼓
、ティンパニ、ドラム、タンバリン、シロフォン、マリンバ、メタロフォン等が例示され
る。
【００４５】
　楽器用共鳴補助具１０を、楽器におけるどの部分に取り付けるかは、楽器の種類によっ
ても異なり、特に限定されない。楽器用共鳴補助具１０は、その楽器における良く振動す
る部分に取り付けることが好ましい。例えば、バイオリン等の共鳴胴を有する楽器におい
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板を有する楽器においては、共鳴板に楽器用共鳴補助具１０を取り付けると好ましい。管
楽器については、管の内部に楽器用共鳴補助具１０を取り付けることが好ましいが、ベル
を有する金管楽器や木管楽器においては、特に、そのベル内に楽器用共鳴補助具１０を取
り付けることが好ましい。楽器用共鳴補助具１０は、一つの楽器に対して一つだけ取り付
けてもよいし、複数個取り付けてもよい。
【００４６】
　図２に示す例においては、楽器用共鳴補助具１０を、バイオリン９０の表板９２の裏面
にしっかりと固定して取り付けている。すなわち、接着剤や金具やビス等を用いて、楽器
取付部１１の取付面１１ａ１を表板９２の裏面に直接固定している（以下、このような取
付方法のことを、「本取付」と呼ぶことがある。）。このようにすることで、バイオリン
９０に多少の衝撃が加わったとしても、容易には楽器用共鳴補助具１０の位置がずれるこ
とや、楽器用共鳴補助具１０が表板９２から外れてしまうことがないようにしている。
【００４７】
　一方、本発明の楽器用共鳴補助具１０は、楽器における面状部分に対して着脱可能な状
態で取り付けることもできる。具体的には、例えば、楽器取付部１１における取付面１１
ａ１又はその内側に磁石を取り付けておき、楽器における面状部分に磁石に引き寄せられ
る種類の金属板を取り付けることで、楽器用共鳴補助具１０を容易に着脱可能な状態で楽
器の面状部分に取り付けることができる。これにより、既存の楽器に本発明の楽器用共鳴
補助具１０を試し付けして、その音色の変化を体験することができる。また、本取付を行
う際に、楽器の音色を確認しながら楽器用共鳴補助具１０を取り付ける位置を調節するこ
ともできる。
【符号の説明】
【００４８】
　　１０　　　楽器用共鳴補助具
　　１１　　　楽器取付部
　　１１ａ　　取付基部
　　１１ａ１　取付面
　　１１ｂ　　ガイド部材
　　１１ｂ１　ネジ山
　　１１ｃ　　可動部材
　　１１ｃ１　ネジ穴
　　１２　　　振動用傾斜アーム
　　１２ａ　　第一アーム
　　１２ｂ　　第二アーム
　　１２ｃ　　第三アーム
　　１２ｄ　　第四アーム
　　１２ｅ　　第五アーム
　　１２ｆ　　先端側部分
　　１２ｇ　　根元側部分
　　１２ｈ　　ネジ山
　　１３　　　重り
　　１３ａ　　ネジ穴
　　９０　　　バイオリン
　　９１　　　共鳴胴
　　９２　　　表板
　　９３　　　弦
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月24日(2019.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽器における面状部分に取り付けて使用する楽器用共鳴補助具であって、
　楽器の面状部分に取り付けられる取付面を有する楽器取付部と、
　前記取付面に対して非垂直な状態で楽器取付部に支持された振動用傾斜アームと、
　振動用傾斜アームに取り付けられた重りと、
を備え、
　楽器取付部が、
　前記取付面を有し、楽器の面状部分に取り付けられる取付基部と、
　前記取付面に略垂直な方向に進退可能に設けられた可動部材と、
　取付基部に対して可動部材を進退可能にガイドするためのガイド部材と
を備えるとともに、
　振動用傾斜アームが可動部材に支持された
ことを特徴とする楽器用共鳴補助具。
 
【請求項２】
　楽器における面状部分に取り付けて使用する楽器用共鳴補助具であって、
　楽器の面状部分に取り付けられる取付面を有する楽器取付部と、
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　前記取付面に対して非垂直な状態で楽器取付部に支持された複数本の振動用傾斜アーム
と、
　それぞれの振動用傾斜アームに取り付けられた重りと、
を備え、
　複数本の振動用傾斜アームのうち、一の振動用傾斜アームが前記取付面に対して為す角
度が、他の振動用傾斜アームが前記取付面に対して為す角度と異なる
ことを特徴とする楽器用共鳴補助具。
 
【請求項３】
　楽器における面状部分に取り付けて使用する楽器用共鳴補助具であって、
　楽器の面状部分に取り付けられる取付面を有する楽器取付部と、
　前記取付面に対して非垂直な状態で楽器取付部に支持されるとともに、前記取付面に垂
直な方向から見て互いに異なる向きに配された複数本の棒状の振動用傾斜アームと、
　それぞれの振動用傾斜アームに取り付けられた重りと、
を備えた
ことを特徴とする楽器用共鳴補助具。
 
【請求項４】
　請求項１～３いずれか記載の楽器用共鳴補助具を取り付けた楽器。
 
【請求項５】
　空洞部を有し、その空洞部内に請求項１～３いずれか記載の楽器用共鳴補助具が取り付
けられた楽器。
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