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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　列状に配された複数の発光素子から構成される発光表示手段と、
　テンポを設定し、該テンポに応じたテンポ音の発生とテンポの表示を指示する指示信号
を作成するテンポ設定手段と、
　前記指示信号に基づいて、前記テンポ音の発生を制御するテンポ音制御情報と前記発光
表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報とを作成するテンポ表示制
御手段と、
　前記テンポ音制御情報に基づいてテンポ音を発生するテンポ音発生手段と、
　楽器が発音する楽音を振動として取得して、前記振動を電気信号に変換する振動取得手
段と、
　前記電気信号の波形を増幅する入力信号増幅手段と、
前記入力信号増幅手段が増幅した信号の波形を整形処理する波形整形手段と、
　前記波形整形手段が波形を整形処理した信号に基づいて前記楽音の基本波周波数を算出
し、前記楽音の基本波周波数と基準音の周波数との偏差を算出する偏差検出手段と、
　前記偏差に基づいて前記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御する偏差表示制御情
報を作成する偏差表示制御手段と、
　前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報を取得し、前記テンポ表示制御情
報および前記偏差表示制御情報が同一発光素子を同一タイミングで発光する情報であるか
否かに基づいて前記テンポ表示制御情報および／もしくは前記偏差表示制御情報を前記発
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光表示手段に送出する調停手段と、を有し、
　前記発光表示手段は、前記調停手段から取得した情報に基づいて前記テンポおよび／も
しくは前記偏差を表示する、音階練習機。
【請求項２】
　前記テンポ表示制御手段は、前記発光表示手段の一端から他端に向かって発光素子を順
次発光・順次消灯させることで前記テンポを表示するために、前記指示信号に基づいて前
記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報を作成する、請求項
１に記載の音階練習機。
【請求項３】
　前記調停手段は、前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報が、同一発光素
子を同一タイミングで発光させる情報でない場合、前記テンポ表示制御情報および前記偏
差表示制御情報を前記発光表示手段に送出する、請求項２に記載の音階練習機。
【請求項４】
　前記調停手段は、前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報が、同一発光素
子を同一タイミングで発光させる情報である場合、前記偏差表示制御情報のみを前記発光
表示手段に送出する、請求項２に記載の音階練習機。
【請求項５】
　前記調停手段は、前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報が、同一発光素
子を同一タイミングで発光させる情報である場合であって、発光させる発光素子が前記発
光表示手段の列のどちらか一端に配された発光素子である場合、前記テンポ表示制御情報
のみを前記発光表示手段に送出する、請求項４に記載の音階練習機。
【請求項６】
　前記テンポ表示制御手段は、前記発光表示手段の両端にある発光素子を交互に発光・消
灯させることで前記テンポを表示するために、前記指示信号に基づいて前記発光表示手段
の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報を作成する、請求項１に記載の音階
練習機。
【請求項７】
　前記調停手段は、前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報が、同一発光素
子を同一タイミングで発光させる情報でない場合、前記テンポ表示制御情報および前記偏
差表示制御情報を前記発光表示手段に送出する、請求項６に記載の音階練習機。
【請求項８】
　前記調停手段は、前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報が、同一発光素
子を同一タイミングで発光させる情報である場合、前記テンポ表示制御情報のみを前記発
光表示手段に送出する、請求項６に記載の音階練習機。
【請求項９】
　前記調停手段は、前記偏差表示制御情報が前記発光表示手段のどちらか一端にある発光
素子を発光させる情報である場合、前記偏差表示制御情報の前記発光表示手段への送出を
中止する、請求項６に記載の音階練習機。
【請求項１０】
　前記発光表示手段の発光素子は多色発光が可能であり、前記テンポと前記偏差を別の色
で表示する、請求項１から９のいずれかに記載の音階練習機。
【請求項１１】
　前記発光表示手段の発光素子は輝度調整が可能であり、前記テンポと前記偏差を別の輝
度で表示する、請求項１から９のいずれかに記載の音階練習機。
【請求項１２】
　前記音階練習機本体を前記楽器に固定する楽器装着手段をさらに有し、
　前記振動取得手段は、前記楽器から前記楽器装着手段を介して、前記楽器が楽音を発音
しているときに発生する振動を取得する、請求項１から１１のいずれかに記載の音階練習
機。
【請求項１３】
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　楽器の音階練習を行うための音階練習機であって、
　前記音階練習機を前記楽器に固定する楽器装着手段と、
　列状に配された複数の発光素子から構成される発光表示手段と、
　テンポを設定し、該テンポに応じたテンポ音の発生とテンポの表示を指示する指示信号
を作成するテンポ設定手段と、
　前記指示信号に基づいて、前記テンポ音の発生を制御するテンポ音制御情報と前記発光
表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報とを作成するテンポ表示制
御手段と、
　前記テンポ音制御情報に基づいてテンポ音を発生するテンポ音発生手段と、
　前記楽器装着手段を介して前記楽器から、前記楽器が発音する楽音を振動として取得し
、電気信号に変換する振動取得手段と、
　前記電気信号の波形を増幅する入力信号増幅手段と、
前記入力信号増幅手段が増幅した信号の波形を整形処理する波形整形手段と、
　前記波形整形手段が波形を整形処理した信号に基づいて前記楽音の基本波周波数を算出
し、前記楽音の基本波周波数と基準音の周波数との偏差を算出する偏差検出手段と、
　前記偏差に基づいて前記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御する偏差表示制御情
報を作成する偏差表示制御手段と、を有し、
　前記テンポ表示制御手段は、前記発光表示手段の特定の１個以上の発光素子を発光・消
灯させることで前記テンポを表示するために、前記指示信号に基づいて前記発光表示手段
の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報を作成し、
　偏差表示制御手段は、前記発光表示手段の前記特定の１個以上の発光素子以外の発光素
子を使用して前記偏差を表示するために、前記偏差に基づいて前記発光素子の発光を制御
する偏差表示制御情報を作成し、
　前記発光表示手段は、前記テンポ表示制御情報および／もしくは前記偏差表示制御情報
を取得して、前記テンポおよび／もしくは前記偏差を表示する、音階練習機。
【請求項１４】
　前記テンポ表示制御手段は、前記発光表示手段の一端から他端に向かって発光素子を順
次発光・順次消灯させることで前記テンポを表示するために、前記指示信号に基づいて前
記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報を作成する、請求項
１３に記載の音階練習機。
【請求項１５】
　前記特定の１個以上の発光素子は、前記発光表示手段の両端に配された発光素子である
、請求項１４に記載の音階練習機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、楽器練習を支援する音階練習機に関する。より詳細には、テンポの指示機能
と楽器から発音される楽音の調律機能とを備えた音階練習機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、楽器で音階練習をする場合に利用する機器として、一定のテンポを指示する機器
であるメトロノームが知られている。また、楽器から発音される楽音の音程と基準となる
基準周波数との偏差を測定し、その偏差を表示する表示手段を備えた機器である調律器が
知られている。
【０００３】
　また、メトロノームの機能と調律器の機能を一体化し、各々の機能を選択して使用する
機器もある。さらに、メトロノームのテンポ音を発生しながら同時に楽音の調律結果の表
示をするための方法が提案されている。（特許文献１、特許文献２）
【特許文献１】特開２００３－３１６３５４号公報
【特許文献２】特開２００４－３３３９１９号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　メトロノームの機能と調律器の機能を一体化した機器の場合、楽音を調律している最中
にメトロノームのテンポ音が発生すると、調律対象音入力用のマイクにそのテンポ音も入
力されてしまう。その結果、調律対象である楽音の信号にノイズが重畳されることとなり
調律結果に悪影響を与える。そのため、特許文献１および２において、テンポ音を発生し
ている期間（楽音収集禁止区間）はマイクから出力される音声信号を除去し、テンポ音を
発生していない期間（楽音収集可能期間）にマイクから出力される音声信号を用いて調律
処理を行い、この結果を、楽音収集禁止区間の調律結果として擬似的に表示する方法が考
えられている。
【０００５】
　しかし、上記の方法では、テンポの設定が速くなるほど楽音収集可能期間の楽音収集禁
止区間に対する比率が低くなり、調律結果の正確性が低下する。またロングトーン練習の
ように正確なピッチを如何に保ちながら発音できているかを知りたい時や、音階練習でア
タック時（発音開始時）のピッチずれ矯正を目的にこれらの機器を使用する時に、ちょう
ど調律結果表示してほしいタイミングと楽音収集禁止区間が重なることにもなり、使用目
的が達成されない。つまり特許文献１および２に記載の技術には、正確で、且つ、楽器の
発音に対して反応性のよい調律結果の表示ができないという問題がある。
【０００６】
　一方、一般的に楽音を調律する場合、楽音をより正確に収集するため、機器は楽器に近
接、好ましくは接して配置するべきである。この場合、機器は演奏者の楽器練習に悪影響
を及ぼさないよう、小型で軽量である必要がある。
【０００７】
　さらに楽器練習時において、演奏者は、楽器操作（演奏）に可能な限り集中すべきであ
る。よって機器は、調律結果およびテンポに係る情報を、より正確に、且つ、演奏者が意
識的に凝視しなくても容易に認識可能に表示する必要がある。
【０００８】
　よって上記問題を鑑みて本願発明は、正確で反応性のよい調律結果とテンポに係る情報
とを同時に視認性よく表示する、楽器に取り付けることが可能な小型の音階練習機を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため本発明は、列状に配された複数の発光素子から構成される発光
表示手段と、テンポを設定し、該テンポに応じたテンポ音の発生とテンポの表示を指示す
る指示信号を作成するテンポ設定手段と、前記指示信号に基づいて、前記テンポ音の発生
を制御するテンポ音制御情報と前記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ
表示制御情報とを作成するテンポ表示制御手段と、前記テンポ音制御情報に基づいてテン
ポ音を発生するテンポ音発生手段と、楽器が発音する楽音を振動として取得して、前記振
動を電気信号に変換する振動取得手段と、前記電気信号の波形を増幅する入力信号増幅手
段と、前記入力信号増幅手段が増幅した信号の波形を整形処理する波形整形手段と、前記
波形整形手段が波形を整形処理した結果得られた信号に基づいて前記楽音の基本波周波数
を算出し、前記楽音の基本波周波数と基準音の周波数との偏差を調律結果として算出する
偏差検出手段と、前記偏差に基づいて前記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御する
偏差表示制御情報を作成する偏差表示制御手段と、前記テンポ表示制御情報および前記偏
差表示制御情報を取得し、予め決められた条件に基づいて前記テンポ表示制御情報および
／もしくは前記偏差表示制御情報を前記発光表示手段に送出する調停手段とを有し、前記
発光表示手段は、前記調停手段から取得した情報に基づいて前記テンポおよび前記偏差を
表示する音階練習機を提供する。
【００１０】
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　このように本発明の音階練習機は、調停手段で情報の調停を行うことでテンポと偏差の
両方を同一の発光表示手段で表示するため、表示スペースを削減でき、音階練習機の小型
化を実現することができる。
【００１１】
　また本発明のテンポ表示制御手段は、前記発光表示手段の一端から他端に向かって発光
素子を順次発光・順次消灯させることで前記テンポを表示するために、前記指示信号に基
づいて前記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報を作成する
ものとする。
【００１２】
　また本発明の調停手段は、前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報が、同
一発光素子を同一タイミングで発光させる情報でない場合、前記テンポ表示制御情報およ
び前記偏差表示制御情報を前記発光表示手段に送出するものとし、前記テンポ表示制御情
報および前記偏差表示制御情報が、同一発光素子を同一タイミングで発光させる情報であ
る場合、前記偏差表示制御情報のみを前記発光表示手段に送出するものとする。
【００１３】
　テンポは、発光表示手段によって規則的に周期的に連続的に表示されるものであり、時
折、単発的に発光の抜けが生じてもすぐに隣の発光素子が発光するため、演奏者へのテン
ポの通知に対して影響は殆ど無い。このため本発明は、テンポと偏差の表示が同一発光素
子を発光させる表示である場合に偏差の表示が優先させることで、楽音に対する偏差の反
応性を損なうことなく、テンポも偏差も同時に容易に識別可能に表示することができる。
【００１４】
　また本発明の調停手段は、前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報が、同
一発光素子を同一タイミングで発光させる情報である場合であって、発光させる発光素子
が前記発光表示手段の列のどちらか一端に配された発光素子である場合、前記テンポ表示
制御情報のみを前記発光表示手段に送出するものとする。
【００１５】
　発光表示手段の右端もしくは左端に配された発光素子の発光は、テンポ音発生手段がク
リック音を発生するタイミングと合致するケースが多い。そのため本発明は、調律結果を
表示しながらも、発光表示手段の左端および右端の発光素子をテンポを優先して発光させ
ることで、演奏者に対してテンポを正確に認識させることができる。
【００１６】
　また本発明のテンポ表示制御手段は、前記発光表示手段の両端にある発光素子を交互に
発光・消灯させることで前記テンポを表示するために、前記指示信号に基づいて前記発光
表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報を作成するものとする。
【００１７】
　また本発明の前記調停手段は、前記テンポ表示制御情報および前記偏差表示制御情報が
、同一発光素子を同一タイミングで発光させる情報でない場合、前記テンポ表示制御情報
および前記偏差表示制御情報を前記発光表示手段に送出するものとし、前記テンポ表示制
御情報および前記偏差表示制御情報が、同一発光素子を同一タイミングで発光させる情報
である場合、前記テンポ表示制御情報のみを前記発光表示手段に送出するものとする。
【００１８】
　これにより、テンポを発光表示手段の右端および左端に配された発光素子のみで表現す
る場合にも、テンポと調律結果を同時に認識可能に表示することができる。
【００１９】
　また本発明の前記調停手段は、前記偏差表示制御情報が前記発光表示手段のどちらか一
端にある発光素子を発光させる情報である場合、前記偏差表示制御情報の前記発光表示手
段への送出を中止するものとする。
【００２０】
　これにより、発光表示手段内でテンポと調律結果を発光する発光素子が明確に区別され
るため、テンポと調律結果を同時により見やすく表示することができる。
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【００２１】
　また本発明の発光表示手段の発光素子は多色発光が可能であり、前記テンポと前記偏差
を別の色で表示するものとする。また本発明の発光表示手段の発光素子は輝度調整が可能
であり、前記テンポと前記偏差を別の輝度で表示するものとする。
【００２２】
　これにより、発光表示手段の発光素子の発光色や輝度の違いによって、テンポと偏差を
さらに容易に識別可能に表示することができる。
【００２３】
　また本発明の音階練習機は、音階練習機本体を楽器に固定する楽器装着手段を有し、振
動取得手段は、前記楽器から前記楽器装着手段を介して、前記楽器が楽音を発音している
ときに発生する振動を取得するものとする。
【００２４】
　これにより、楽器が楽音を発音している最中の楽器の機械的な振動を非常に高いＳ／N
比で取得することができ、楽音と基準音との偏差を高精度に算出することができる。尚、
本発明の音階練習機は、上述のように小型化が達成されているので、何ら問題なく楽器に
装着することができ、演奏への影響も無い。
【００２５】
　また本発明は、楽器の音階練習を行うための音階練習機であって、前記音階練習機を前
記楽器に固定する楽器装着手段と、列状に配された複数の発光素子から構成される発光表
示手段と、テンポを設定し、該テンポに応じたテンポ音の発生とテンポの表示を指示する
指示信号を作成するテンポ設定手段と、前記指示信号に基づいて、前記テンポ音の発生を
制御するテンポ音制御情報と前記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表
示制御情報とを作成するテンポ表示制御手段と、前記テンポ音制御情報に基づいてテンポ
音を発生するテンポ音発生手段と、前記楽器装着手段を介して前記楽器から、前記楽器が
発音する楽音を振動として取得し、電気信号に変換する振動取得手段と、前記電気信号の
波形を増幅する入力信号増幅手段と、前記入力信号増幅手段が増幅した信号の波形を整形
処理する波形整形手段と、前記波形整形手段が波形を整形処理した信号に基づいて前記楽
音の基本波周波数を算出し、前記楽音の基本波周波数と基準音の周波数との偏差を算出す
る偏差検出手段と、前記偏差に基づいて前記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御す
る偏差表示制御情報を作成する偏差表示制御手段とを有し、前記発光表示手段は、前記テ
ンポ表示制御情報および／もしくは前記偏差表示制御情報を取得して、前記テンポおよび
／もしくは前記偏差を表示する音階練習機とする。
【００２６】
　また本発明のテンポ表示制御手段は、前記発光表示手段の一端から他端に向かって発光
素子を順次発光・順次消灯させることで前記テンポを表示するために、前記指示信号に基
づいて前記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報を作成する
ものとする。
【００２７】
　また本発明のテンポ表示制御手段は、前記発光表示手段の特定の１個以上の発光素子を
交替で発光・消灯させることで前記テンポを表示するために、前記指示信号に基づいて前
記発光表示手段の前記発光素子の発光を制御するテンポ表示制御情報を作成し、偏差表示
制御手段は、前記発光表示手段の前記特定の１個以上の発光素子以外の発光素子を使用し
て前記偏差を表示するために、前記偏差に基づいて前記発光素子の発光を制御する偏差表
示制御情報を作成するものとする。さらに前記特定の１個以上の発光素子は、前記発光表
示手段の両端に配された発光素子であるものとする。
【００２８】
　これにより、発光表示手段内でテンポと調律結果を発光する発光素子が明確に区別され
るため、テンポと調律結果を同時により見やすく表示することができる。
【００２９】
　以上説明したような手段を講じることで、正確で反応性のよい調律結果（楽音の基本波
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周波数と基準音の周波数との偏差）とテンポに係る情報とを視認性よく表示する、楽器に
取り付けることが可能な小型の音階練習機を提供することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の音階練習機は、クリップ等の楽器装着部を用いて直接楽器に装着することによ
って、楽器が楽音を発音した際の固有の振動を正確に検出することができる。そのため、
音階練習機本体に内蔵されたスピーカ等からのテンポ音の発生に殆ど影響されること無く
、正確で反応性のよい調律ができる。
【００３１】
　また本発明の音階練習機は、複数個の発光素子からなる発光素子群を用いてテンポの表
示を行い、且つ、同じ発光素子群を用いて調律結果の表示を行うため、暗所でも視認性が
良く、且つ、表示スペースの節約ができる。したがって、楽器に取り付け可能なコンパク
トで携帯性のよい音階練習機を提供することができる。
【００３２】
　特に本発明の音階練習機は、発光素子群を用いてテンポの表示と調律結果の表示とを同
時に、且つ、それぞれを容易に識別可能に表示することができるため、一定のテンポ音に
合わせて一定の音程の楽音を発音する音階練習等を支援する、最適な機器といえる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。構成上で同様のものは同じ符号を
用いて説明する。
【実施形態１】
【００３４】
　本発明の実施形態１として、メトロノームモードと調律モードの両方を備えた音階練習
機の基本動作を説明する。図１は、本発明の音階練習機の外観の概略図である。図１にお
いて、1は音階練習機、２は音階練習機の本体、３はアーム部、４は楽器装着部、５は発
光素子群、６は表示部、７は操作部、8は楽音収集部、9はテンポ音発生部である。
【００３５】
　図２は、音階練習機１を楽器に装着している例を示す。楽器装着部４は、例えばクリッ
プのような形状を有し、楽器１０（ここでは管楽器）の一部を挟むことによって音階練習
機１を楽器１０に固定する。そして、楽器１０が発音する際の機械的な振動をアーム部３
へと伝達する。尚、楽器装着部４の形状は、音階練習機１を楽器１０に固定して、機械的
な振動をアーム部３へと伝達可能であれば、クリップ型に限らない。
【００３６】
　アーム部３は、本体２と楽器装着部４との間にあり、図示しないが、本体２との接続部
および／もしくは楽器装着部４との接続部に、回転して固定可能なジョイント部を有して
いる。演奏者は、音階練習機１の本体２を、このジョイント部の機能によって楽器１０に
対して様々な方向に回転させて、演奏者自身の好む位置に固定させることができる。この
アーム部３は、楽器装着部４から伝達される振動を本体２へと伝達する。本発明の請求の
範囲における楽器装着手段は、楽器装着部４およびアーム部３に相当する。
【００３７】
　発光素子群５は、複数個の発光素子を列状に配置したものである。発光素子群５に含ま
れる発光素子の個数は、音階練習機１の楽器１０への装着を考慮した場合、必要最小限の
個数とし、省スペース化や低消費電力化を図ることが望ましい。また、表示の視認性を考
慮した場合、発光素子の個数が多いと発光が意味する事柄の種類も内容も複雑になる。よ
って視認性の観点からも、発光素子の個数は最小限の個数であることが望ましい。本発明
では、発光素子群５の中の各発光素子を選択的に発光させることによって、テンポおよび
／もしくは調律結果を表示するが、どちらの情報も発光素子群５を使用して表示する。そ
のため、発光素子群５を複数用意する（表示手段の数を増やす）必要が無く、省スペース
化、低消費電力化、視認性の向上、等を実現している。
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【００３８】
　尚、発光素子としては発光ダイオード（ＬＥＤ）が代表的であるが、エレクトロルミネ
ッセンスを使用した表示体（有機ＥＬや無機ＥＬ）等でもよい。
【００３９】
　表示部６は、設定したテンポに係る情報や調律している音名等を表示する。本発明では
、文字表示等を行うことが可能な液晶表示ディスプレイ（ＬＣＤ）を用いるが、これに限
らない。例えば、発光素子である有機ＥＬや無機ＥＬを使用することも可能である。
【００４０】
　操作部７は、ＯＮ／ＯＦＦスイッチ、テンポ表示や調律等に関わる動作設定ボタン、テ
ンポ値の設定ボタン、テンポ音の音量調節ボタン、拍子の設定ボタン、調律する音名の設
定ボタン、等が含まれる。
【００４１】
　楽音収集部８は、楽器１０が楽音を発音しているときの機械的な振動を、楽器装着部４
およびアーム部３を介して収集し、電気信号に変換する機能を有する。楽音収集部８は、
本体２の内部にあり、例えば圧電素子を用いるのが一般的である。しかし、ジャイロセン
サーなどの振動を検知可能な素子であれば、これに限らない。
【００４２】
　尚、楽器１０が楽音を発音しているときの機械的な振動は、楽器１０固有の周波数スペ
クトルを有しているが、時間領域で見た場合に、決まった周期で繰り返される波形として
観測されるので、この振動を解析することで、楽器１０が発音している音の音程に係る情
報を得ることができる。
【００４３】
　テンポ音発生部９はスピーカ等であり、設定したテンポ値や拍子に応じたテンポ音（ク
リック音）を発生する。
【００４４】
　上記のように音階練習機１は楽器１０に固定され、楽器１０が楽音を発音した際の固有
の振動を正確に検出する。この方法はマイクロホンで楽音を収集する場合よりもはるかに
高いＳ／N比で対象楽音を収集可能である。そのため、テンポ音を発生させている最中に
調律を行う場合でも、テンポ音発生部９からのテンポ音の発生に殆ど影響されること無く
、楽音に係る信号を取得することができ、正確で反応性のよい調律結果を表示することが
できる。
【００４５】
　また音階練習機１は、同一発光素子群５を用いてテンポの表示および／もしくは調律結
果の表示を行う。そのため、ＬＣＤ等の表示手段と比較して暗所でも視認性が良く、且つ
、表示スペースの節約もなされている。したがって、図２にあるような、楽器１０に取り
付け可能なコンパクトで携帯性のよい音階練習機を提供することができる。
【００４６】
　図３は、本発明の音階練習機１のハードウエア構成の概略図である。１１は各種動作プ
ログラム等が記憶されたＲＯＭ、１２は主に各種演算の作業領域として使用されるＲＡＭ
、１４は楽音収集部、１３は楽音収集部１４から出力される電気信号の波形を増幅し、波
形を整形する入力波形処理部、１６は表示部、１７は発光素子群、１８はテンポ音発生部
、１９は操作部、２０は電池等からなる電源、１５は音階練習機１の動作の制御を行うマ
イコンである。
【００４７】
　楽音収集部１４、表示部１６、発光素子群１７、テンポ音発生部１８、および操作部１
９は、それぞれ、図１における楽音収集部８、表示部６、発光素子群５、テンポ音発生部
９、および操作部７と対応する。
【００４８】
　次に、本発明の実施形態１の音階練習機１の基本機能を説明する。図４は、音階練習機
１の機能ブロック図である。本発明の音階練習機１は、モード設定手段３１、メトロノー
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ム機能設定手段３２、メトロノーム手段３３、テンポ表示制御手段３４、テンポ音発生手
段３５、振動ピックアップ手段３６、入力信号増幅手段３７、波形整形手段３８、偏差検
出手段３９、偏差表示制御手段４０、表示手段４１、および発光表示手段４２を有してい
る。これらの手段の機能は、ＲＯＭ１１に記憶されている動作プログラムをマイコン１５
によって読み出して実行し、図３で示した音階練習機１内の各ハードウエアの動作を制御
することによって達成される。尚、本発明の請求の範囲におけるテンポ設定手段はメトロ
ノーム機能設定手段３２およびメトロノーム手段３３に相当する。また、振動取得手段は
振動ピックアップ手段３６に相当する。
【００４９】
　モード設定手段３１は、音階練習機１の動作モードを設定する。動作モードには、テン
ポを指示するメトロノームモード、楽器１０の発音を調律する調律モード、等がある。動
作モードは、操作部７からの操作信号に基づいて設定される。
【００５０】
　モード設定手段３１においてメトロノームモードが設定された場合、メトロノーム機能
設定手段３２が作動する。メトロノーム機能設定手段３２は、テンポ音を実際に表示し、
発生するテンポの値を、操作部１９からの操作信号に基づいて設定する。例えば、操作部
１９によって、「ＴＥＭＰＯ＝１２０（１２０（ｂｐｍ））」というテンポ値が設定され
たものとして、説明を進める。
【００５１】
　メトロノーム手段３３は、メトロノーム機能設定手段３２で設定したテンポ値を用いて
、テンポ音を表示する周期を設定する。そして、発光表示手段４２がその周期でテンポの
表示を行うように、テンポ音発生部９がその周期でテンポ音の発生をするように、テンポ
表示制御手段３４に対して指示を送出する。また、表示すべきテンポ値に係る情報を表示
手段４１に送出する。
【００５２】
　テンポ表示制御手段３４は、メトロノーム手段３３からテンポの表示とテンポ音の発生
に係る指示を取得する。そしてその指示に応じて、テンポ音を発生させるためのテンポ音
制御情報を作成し、テンポ音発生手段３５に送出する。また、特定のタイミングで特定の
発光素子を特定の期間発光させるための発光制御情報Ａ（テンポ表示制御情報）を作成し
、発光表示手段４２に送出する。本実施形態１では、発光素子群１７の一端から他端に向
かって発光素子を順次発光・順次消灯させることでテンポを表示するように、発光制御情
報Ａを作成する。
【００５３】
　表示手段４１は、メトロノーム手段３３からテンポ値に係る情報を取得する。そして、
その情報を用いてテンポ値に係る情報の表示を行う。テンポ値が１２０（ｂｐｍ）の場合
、表示部１８において「１２０」という表示を行う。
【００５４】
　テンポ音発生手段３５は、テンポ表示制御手段３４から取得したテンポ音制御情報に基
づいてテンポ音を発生する。テンポ設定値が１２０（ｂｐｍ）の場合に１拍は０．５秒周
期なので、テンポ音発生部９から０．５秒毎にクリック音の発生を行う。
【００５５】
　発光表示手段４２は、テンポ表示制御手段３４から取得した発光制御情報Ａに基づいて
、発光素子群１７の特定の発光素子を特定のタイミングで特定の期間発光させる。発光素
子群１７の発光素子の発光方法の例を、図５（ａ）を用いて説明する。
【００５６】
　図５（ａ）は、メトロノームモードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示し
た図である。図では、発光素子群１７として７個の発光素子が列状に配列されている。テ
ンポにおける１拍は、一方の端の発光素子から順番に他方の端の発光素子に向かって、連
続して発光素子を発光させることで表現される。
【００５７】
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　例えば、発光素子５１ａから発光を始める場合、５１ａは１拍の周期（テンポ値が１２
０（ｂｐｍ）の場合、周期は０．５秒）を６で割った期間発光し、消灯と同時にその右隣
の発光素子が発光する。この発光素子が同期間発光し、消灯と同時にその右隣の発光素子
が発光する。これを繰り返し、右端にある発光素子５１ｂの左隣の発光素子が同期間発光
し、消灯したところで１拍目の表示が終了する。それと同時に発光素子５１ｂが発光し、
２拍目の表示が開始される。２拍目の表示において発光素子は、右端にある発光素子５１
ｂから左端にある発光素子５１ａに向かって、順番に発光し順番に消灯する。発光素子群
１７は、このような発光方法を繰り返して実行することによってテンポを表現する。
【００５８】
　一方、モード設定手段３１において調律モードが設定された場合、振動ピックアップ手
段３６が作動する。振動ピックアップ手段３６は、楽器１０が楽音を発音しているとき最
中の機械的な振動を、楽音収集部１４を用いて収集する。そしてその振動を電気信号に変
換し、入力信号増幅手段３７に送出する。
【００５９】
　入力信号増幅手段３７は、振動ピックアップ手段３６から取得した電気信号を、入力波
形処理部１３を用いて増幅し、波形整形手段３８に送出する。
【００６０】
　波形整形手段３８は、入力信号増幅手段３７から取得した、増幅された電気信号を、入
力波形処理部１３を用いて波形整形し、偏差検出手段３９に送出する。
【００６１】
　偏差検出手段３９は、波形整形手段３８から波形整形された信号を取得し、楽音の基本
波周波数を算出する。そして、ＲＯＭ１１もしくはＲＡＭ１２に予め記憶されている基準
音の音名と周波数のテーブルを読み出し、先に算出した楽音の基本波周波数と一番近い周
波数を有する基準音を選出する。そして、選出した基準音の周波数と算出した楽音の基本
波周波数とを比較して、偏差を算出する。
【００６２】
　尚、操作部１９を用いて調律する音名を予め設定しておくことも可能である。この場合
、偏差検出手段３９は、設定された音名の基準音の周波数を読み出しておき、この周波数
と算出した楽音の基本波周波数とを比較して、偏差を算出する。
【００６３】
　偏差表示制御手段４０は、偏差検出手段３９から偏差に係る情報を取得する。そして偏
差に係る情報に基づいて、特定の発光素子を発光させるための発光制御情報Ｂ（偏差表示
制御情報）を作成し、発光表示手段４２に送出する。本実施形態１では、偏差がゼロ（楽
音の基本波周波数と基準音の周波数とが合致する）の場合に発光素子群１７の所定の発光
素子（通常は発光素子群１７の中央に位置する発光素子）を発光させ、偏差の絶対値が大
きくなるにつれてその発光素子からより離れた発光素子を発光させることで偏差を表示す
るように、発光制御情報Ｂを作成する。
【００６４】
　表示手段４１は、偏差検出手段３９から音名と偏差に係る情報を取得する。そしてそれ
らの情報を用いて、音名に係る情報の表示を行う。例えば、音名がＡ＃の場合、表示部１
８において「Ａ＃」という表示を行う。
【００６５】
　発光表示手段４２は、偏差表示制御手段４０から取得した発光制御情報Ｂに基づいて、
発光素子群１７の特定の発光素子を発光させる。発光素子群１７の発光素子の発光方法の
例を、図５（ｂ）を用いて説明する。
【００６６】
　図５（ｂ）は、調律モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した図であ
る。メトロノームモードの場合と同一の発光素子群１７を用いるため７個の発光素子が列
状に配列されている。
【００６７】
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　発光素子群１７の中央にある発光素子５２は、偏差がゼロの場合に発光する。楽音の基
本波周波数と基準音の周波数との偏差が大きくなると、発光素子５２からより離れた発光
素子が発光する。例えば、楽音の基本波周波数が基準音の周波数より高い値である場合、
発光素子５２よりも右側の発光素子が発光し、低い値である場合、発光素子５２よりも左
側の発光素子が発光する。図では、発光素子５３が発光しているため、基準音の周波数よ
りも低い基本波周波数の楽音が発音されていることになる。発光素子群１７は、このよう
な発光方法を実行することによって、偏差を調律結果として表現する。
【実施形態２】
【００６８】
　本発明の実施形態２として、メトロノームモードと調律モードの両方を同時に行うモー
ド（同時モード）を備えた音階練習機の基本動作を説明する。尚、音階練習機１の外観、
楽器への取り付け例、およびハードウエア構成に関しては、実施形態１で説明したものと
同一であるため、説明を割愛する。
【００６９】
　本発明の音階練習機１は、実施形態１で説明したように、楽器１０が楽音を発音してい
るときの機械的な振動を収集する手法を採用しているため、メトロノームモードと調律モ
ードを同時に行っても、テンポ音に影響されないで、正確で反応性のよい調律結果を表示
することができる。
【００７０】
　次に図６を用いて、本発明の実施形態２の音階練習機１の基本機能を説明する。図６は
、音階練習機１の機能ブロック図である。ここで、モード設定手段３１、メトロノーム機
能設定手段３２、メトロノーム手段３３、テンポ表示制御手段３４、テンポ音発生手段３
５、振動ピックアップ手段３６、入力信号増幅手段３７、波形整形手段３８、偏差検出手
段３９、偏差表示制御手段４０、表示手段４１、および発光表示手段４２に関しては、実
施形態１で説明したものと同一手段であるため、機能の詳しい説明を割愛する。
【００７１】
　実施形態２は、モード設定手段３１において同時モードが設定された例であり、メトロ
ノームモードと調律モードの両方が同時に機能している。つまり、テンポ音発生手段３５
がテンポ音が発生し、発光表示手段４２がテンポを表示している状態において楽器１０か
ら楽音が発音されると、発光表示手段４２は、テンポの表示を継続しながら調律結果を表
示する。発光表示手段４２は、テンポと調律結果とを同時に、視認性よく識別可能に表示
するために、調停手段６１を用いて発光制御情報ＡおよびＢの調停を行う。
【００７２】
　調停手段６１は、テンポ表示制御手段３４からテンポを表現する発光制御情報Ａを取得
し、偏差表示制御手段４０から偏差を表現する発光制御情報Ｂを取得する。そして、発光
制御情報ＡおよびＢをもとに、実際に発光表示手段４２に送出すべき発光制御情報を確定
する。調停手段６１の動作について、図７を用いて説明する。
【００７３】
　図７は、調停手段６１の動作の流れを示すフローチャートである。まず調停手段６１は
、テンポ表示制御手段３４から、テンポを表示するための発光制御情報Ａを取得する（Ｓ
１）。発光制御情報Ａには、発光させる発光素子の識別情報、発光のタイミングや発光期
間に係る情報、等が含まれている。
【００７４】
　次に、偏差表示制御手段４０から、調律結果を表示するための発光制御情報Ｂを取得す
る（Ｓ２）。発光制御情報Ｂにも、発光させる発光素子の識別情報、発光のタイミングや
発光期間に係る情報、等が含まれている。
【００７５】
　次に、取得した発光制御情報ＡおよびＢに基づいて、同一発光素子を同一タイミングで
発光させるか否かを確認する（Ｓ３）。
【００７６】
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　同一発光素子を同一タイミングで発光させない場合（Ｓ３のＮｏ分岐）、発光制御情報
ＡおよびＢをそれぞれ、調停手段６１からの発光制御情報として発光表示手段４２に送出
し（Ｓ５）、調停手段６１の動作を終了する。
【００７７】
　同一発光素子を同一タイミングで発光させる場合（Ｓ３のＹｅｓ分岐）、発光制御情報
Ｂが示す調律結果を優先して表示させるため、発光制御情報Ａを削除する（Ｓ４）。そし
て、優先させた発光制御情報Ｂを調停手段６１からの発光制御情報として発光表示手段４
２に送出し（Ｓ５）、調停手段６１の動作を終了する。
【００７８】
　調停手段６１から発光表示手段４２へ送出された発光制御情報に基づいて、発光素子群
１７の発光素子が発光する例を、図８を用いて説明する。
【００７９】
　図８は、同時モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した図である。（
１）から（７）は、発光素子群１７の発光状態の時間変化を示している。７１のような斜
線の丸は調律結果を示す発光素子であり、７２のような黒丸はテンポを示す発光素子であ
る。発光素子７１および７２は同一色で同一輝度の発光素子でもよいが、互いに異なる色
を発光する素子でも、互いに異なる輝度で発光する素子でもよい。テンポおよび調律結果
の発光方法は、基本的に実施形態１において説明した方法と同一である。
【００８０】
　テンポを示す発光素子７２は、時間と共に左隣へと移っていく。その際、調律結果を示
す発光素子７１と同一発光素子を発光するケースが起こり得る。このケースが（４）およ
び（５）であり、図７で説明したように調律結果を優先させて発光させている。
【００８１】
　テンポの表示は、発光素子群１７によって連続的に行われており、規則的で周期的で連
続的な表示である。時折、単発的に発光の抜けが生じても、すぐに隣の発光素子が発光す
るため、演奏者へのテンポの通知に対して影響は殆ど無い。
【００８２】
　したがって本実施形態２の音階練習機１は、発光制御情報ＡおよびＢの調停を行うこと
で、テンポと調律結果を同時に、且つ、演奏者に対してそれぞれの情報を容易に識別可能
に表示することができる。
【実施形態３】
【００８３】
　本発明の実施形態３として、メトロノームモードと調律モードの両方を同時に行うモー
ド（同時モード）を備えた音階練習機の別の動作を説明する。尚、音階練習機１の外観、
楽器への取り付け例、およびハードウエア構成に関しては、実施形態１で説明したものと
同一であるため、説明を割愛する。また、基本機能に関しては、調停手段６１を除いて実
施形態２で説明したものと同一であるため、詳細の説明を割愛する。
【００８４】
　図９は、調停手段６１の動作の流れを示すフローチャートである。まず調停手段６１は
、テンポ表示制御手段３４から、テンポを表示するための発光制御情報Ａを取得する（Ｓ
１１）。発光制御情報Ａには、発光させる発光素子の識別情報、発光のタイミングや発光
期間に係る情報、等が含まれている。
【００８５】
　次に、偏差表示制御手段４０から、調律結果を表示するための発光制御情報Ｂを取得す
る（Ｓ１２）。発光制御情報Ｂにも、発光させる発光素子の識別情報、発光のタイミング
や発光期間に係る情報、等が含まれている。
【００８６】
　次に、取得した発光制御情報ＡおよびＢに基づいて、同一発光素子を同一タイミングで
発光させるか否かを確認する（Ｓ１３）。
【００８７】
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　同一発光素子を同一タイミングで発光させない場合（Ｓ１３のＮｏ分岐）、発光制御情
報ＡおよびＢをそれぞれ、調停手段６１からの発光制御情報として発光表示手段４２に送
出し（Ｓ１７）、調停手段６１の動作を終了する。
【００８８】
　同一発光素子を同一タイミングで発光させる場合（Ｓ１３のＹｅｓ分岐）、発光させる
発光素子が発光素子群１７の右端もしくは左端の発光素子であるか否かを確認する（Ｓ１
４）。
【００８９】
　発光させる発光素子が右端もしくは左端の発光素子でない場合（Ｓ１４のＮｏ分岐）、
発光制御情報Ｂが示す調律結果を優先して表示させるため、発光制御情報Ａを削除する（
Ｓ１６）。そして、優先させた発光制御情報Ｂを調停手段６１からの発光制御情報として
発光表示手段４２に送出し（Ｓ１７）、調停手段６１の動作を終了する。
【００９０】
　発光させる発光素子が右端もしくは左端の発光素子である場合（Ｓ１４のＹｅｓ分岐）
、発光制御情報Ａが示すテンポを優先して表示させるため、発光制御情報Ｂを削除する（
Ｓ１５）。そして、優先させた発光制御情報Ａを調停手段６１からの発光制御情報として
発光表示手段４２に送出し（Ｓ１７）、調停手段６１の動作を終了する。
【００９１】
　調停手段６１から発光表示手段４２へ送出された発光制御情報に基づいて、発光素子群
１７の発光素子が発光する例を、図１０を用いて説明する。
【００９２】
　図１０は、同時モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した図である。
（１）から（７）は、発光素子群１７の発光状態の時間変化を示している。８１のような
斜線の丸は調律結果を示す発光素子であり、８２のような黒丸はテンポを示す発光素子で
ある。発光素子８１および８２は同一色で同一輝度の発光素子でもよいが、互いに異なる
色を発光する素子でも、互いに異なる輝度で発光する素子でもよい。テンポおよび調律結
果の発光方法は、基本的に実施形態１において説明した方法と同一である。
【００９３】
　テンポを示す発光素子８２は、時間と共に左隣へと移っていく。その際、調律結果を示
す発光素子８１と同一発光素子を発光するケースが起こり得る。このケースが（２）、（
４）、（５）であり、図９で説明したように調律結果を優先させて発光させている。
【００９４】
　また、テンポを示す発光素子８２と調律結果を示す発光素子８１とが同一発光素子を発
光するケースであって、その発光素子が発光素子群１７の左端もしくは右端の発光素子で
あるケースが起こり得る。このケースが（１）、（７）であり、図９で説明したようにテ
ンポを優先させて発光させている。
【００９５】
　テンポの表示は、発光素子群１７によって連続的に行われており、規則的で周期的で連
続的な表示である。時折、単発的に発光の抜けが生じても、すぐに隣の発光素子が発光す
るため、演奏者へのテンポの通知に対して影響は殆ど無い。しかし、発光素子群１７の左
端もしくは右端の発光素子の発光は、テンポ音発生手段がクリック音を発生するタイミン
グと合致するケースが多い。そのため、発光素子群１７の左端もしくは右端の発光素子が
発光すべきタイミングには、テンポを優先して発光させ、演奏者に対してテンポを正確に
認識させる効果を優先する。
【００９６】
　したがって本実施形態３の音階練習機１は、発光制御情報ＡおよびＢの調停を行うこと
で、テンポと調律結果を同時に、且つ、演奏者に対してそれぞれの情報を容易に識別可能
に表示することができる。さらに、クリック音のタイミングで、テンポを演奏者に確実に
認識させることができる。
【実施形態４】
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【００９７】
　本発明の実施形態４として、メトロノームモードと調律モードの両方を同時に行うモー
ド（同時モード）を備えた音階練習機の、さらに別の動作を説明する。尚、音階練習機１
の外観、楽器への取り付け例、およびハードウエア構成に関しては、実施形態１で説明し
たものと同一であるため、説明を割愛する。また、基本機能に関しては、テンポ表示制御
手段３４と調停手段６１を除いて実施形態２で説明したものと同一であるため、詳細の説
明を割愛する。
【００９８】
　本実施形態４においてテンポ表示制御手段３４は、発光素子群１７の両端の発光素子を
交互に発光・消灯させることでテンポを表示するように、発光制御情報Ａを作成する。
【００９９】
　図１１は、調停手段６１の動作の流れを示すフローチャートである。まず調停手段６１
は、テンポ表示制御手段３４から、テンポを表示するための発光制御情報Ａを取得する（
Ｓ２１）。発光制御情報Ａには、発光させる発光素子の識別情報、発光のタイミングや発
光期間に係る情報、等が含まれている。
【０１００】
　次に、偏差表示制御手段４０から、調律結果を表示するための発光制御情報Ｂを取得す
る（Ｓ２２）。発光制御情報Ｂにも、発光させる発光素子の識別情報、発光のタイミング
や発光期間に係る情報、等が含まれている。
【０１０１】
　次に、取得した発光制御情報ＡおよびＢに基づいて、同一発光素子を同一タイミングで
発光させるか否かを確認する（Ｓ２３）。
【０１０２】
　同一発光素子を同一タイミングで発光させない場合（Ｓ２３のＮｏ分岐）、発光制御情
報ＡおよびＢをそれぞれ、調停手段６１からの発光制御情報として発光表示手段４２に送
出し（Ｓ２５）、調停手段６１の動作を終了する。
【０１０３】
　同一発光素子を同一タイミングで発光させる場合（Ｓ２３のＹｅｓ分岐）、発光制御情
報Ａが示すテンポを優先して表示させるため、発光制御情報Ｂを削除する（Ｓ２４）。そ
して、優先させた発光制御情報Ａを調停手段６１からの発光制御情報として発光表示手段
４２に送出し（Ｓ２５）、調停手段６１の動作を終了する。
【０１０４】
　調停手段６１から発光表示手段４２へ送出された発光制御情報に基づいて、発光素子群
１７の発光素子が発光する例を、図１２を用いて説明する。
【０１０５】
　図１２は、同時モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した図である。
（１）から（７）は、発光素子群１７の発光状態の時間変化を示している。９１のような
斜線の丸は調律結果を示す発光素子であり、９２のような黒丸はテンポを示す発光素子で
ある。発光素子９１および９２は同一色で同一輝度の発光素子でもよいが、互いに異なる
色を発光する素子でも、互いに異なる輝度で発光する素子でもよい。
【０１０６】
　テンポを示す発光素子９２は、発光素子群１７の両端の発光素子であり、時間と共に交
互に発光・消灯を繰り返す。それ以外の発光素子はテンポの表示を行わないため、調律結
果のみが表示される発光素子となり、演奏者にとって非常に視認性の良い表示を行うこと
ができる。
【０１０７】
　また、調律結果を示す発光素子９１とテンポを示す発光素子９２が同一発光素子を発光
するケースが起こり得る。このケースが（３）、（６）であり、図１１で説明したように
テンポを優先させて発光させている。
【０１０８】
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　表示するテンポが速くなってくると、テンポの表示において発光素子群１７の両端以外
の発光素子が発光する頻度が増加する。そうすると、テンポの表示において両端の発光素
子が発光する時間が短くなり、テンポが認識しにくくなる恐れがある。このため本実施形
態４のように、テンポの表示は両端の発光素子のみで行い、且つ、発光制御情報Ａおよび
Ｂの調停を行うことで、テンポと調律結果を同時に、且つ、演奏者に対してそれぞれの情
報を容易に識別可能に表示することができる。
【実施形態５】
【０１０９】
　本発明の実施形態５として、メトロノームモードと調律モードの両方を同時に行うモー
ド（同時モード）を備えた音階練習機の、さらに別の動作を説明する。尚、音階練習機１
の外観、楽器への取り付け例、およびハードウエア構成に関しては、実施形態１で説明し
たものと同一であるため、説明を割愛する。また、基本機能に関しては、テンポ表示制御
手段３４と調停手段６１を除いて実施形態２で説明したものと同一であるため、詳細の説
明を割愛する。
【０１１０】
　本実施形態５においてテンポ表示制御手段３４は、発光素子群１７の両端の発光素子を
交互に発光・消灯させることでテンポを表示するように、発光制御情報Ａを作成する。
【０１１１】
　図１３は、調停手段６１の動作の流れを示すフローチャートである。まず調停手段６１
は、テンポ表示制御手段３４から、テンポを表示するための発光制御情報Ａを取得する（
Ｓ３１）。発光制御情報Ａには、発光させる発光素子の識別情報、発光のタイミングや発
光期間に係る情報、等が含まれている。
【０１１２】
　次に、取得した発光制御情報Ａを調停手段６１からの発光制御情報として発光表示手段
４２に送出する（Ｓ３２）。本実施形態５ではテンポの表示に関しては、何の調停も行わ
ない。
【０１１３】
　次に、偏差表示制御手段４０から、調律結果を表示するための発光制御情報Ｂを取得す
る（Ｓ３３）。発光制御情報Ｂにも、発光させる発光素子の識別情報、発光のタイミング
や発光期間に係る情報、等が含まれている。
【０１１４】
　次に、取得した発光制御情報Ｂが、どちらか一端に配された（右端もしくは左端）の発
光素子を発光させる情報であるか否かを確認する（Ｓ３４）。
【０１１５】
　右端もしくは左端を発光させる情報でない場合（Ｓ３４のＮｏ分岐）、発光制御情報Ａ
およびＢをそれぞれ、調停手段６１からの発光制御情報として発光表示手段４２に送出し
（Ｓ３６）、調停手段６１の動作を終了する。
【０１１６】
　右端もしくは左端を発光させる情報である場合（Ｓ３４のＹｅｓ分岐）、発光制御情報
Ｂを削除し（Ｓ３５）、調停手段６１の動作を終了する。
【０１１７】
　調停手段６１から発光表示手段４２へ送出された発光制御情報に基づいて、発光素子群
１７の発光素子が発光する例を、図１４を用いて説明する。
【０１１８】
　図１４は、同時モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した図である。
（１）から（７）は、発光素子群１７の発光状態の時間変化を示している。１０１のよう
な斜線の丸は調律結果を示す発光素子であり、１０２のような黒丸はテンポを示す発光素
子である。発光素子１０１および１０２は同一色で同一輝度の発光素子でもよいが、互い
に異なる色を発光する素子でも、互いに異なる輝度で発光する素子でもよい。
【０１１９】
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　テンポを示す発光素子１０２は、発光素子群１７の両端の発光素子であり、時間と共に
交互に発光・消灯を繰り返す。それ以外の発光素子はテンポの表示を行わないため、調律
結果のみが表示される発光素子となり、演奏者にとって非常に視認性の良い表示を行うこ
とができる。
【０１２０】
　また、調律結果を示す発光制御情報Ｂが発光素子群１７の両端の発光素子を発光させる
情報であるケースが起こりうる。しかし図１３で説明したように、その場合には発光制御
情報Ｂを削除して調律結果の表示は行わない。このケースが（２）、（７）である。
【０１２１】
　表示するテンポが速くなってくると、テンポの表示において発光素子群１７の両端以外
の発光素子が発光する頻度が増加する。そうすると、テンポの表示において両端の発光素
子が発光する時間が短くなり、テンポが認識しにくくなる恐れがある。このため本実施形
態５のように、テンポの表示は両端の発光素子のみで行い、且つ、発光素子群１７の両端
をテンポの表示のみに割り当てることで、テンポと調律結果を同時に、且つ、演奏者に対
してそれぞれの情報を一層容易に識別可能に表示することができる。
【０１２２】
　なお、テンポおよび調律結果を、発光素子群１７の中の特定の発光素子を用いて表示す
ることは、調停手段６１を介さなくても行うことが可能である。つまり、テンポ表示制御
手段３４および偏差表示制御手段４０において特定の発光素子を用いるように制御情報を
作成し、直接、発光表示手段４２に送出することでも可能である。
【０１２３】
　実施形態１から５において説明したように、本発明の音階練習機は、クリップ等の楽器
装着部を用いて直接楽器に装着するため、正確で反応性のよい調律ができる。
【０１２４】
　また本発明の音階練習機は、同一発光素子群を用いてテンポの表示と調律結果の表示を
行うため暗所でも視認性が良く、さらに、表示スペースの節約が図られている。結果、本
発明の音階練習機は、楽器にも取り付け可能であり、コンパクトで携帯性に優れている。
【０１２５】
　特に、本発明の音階練習機は、発光素子群を用いてテンポの表示と調律結果の表示とを
同時に、且つ、それぞれを容易に識別可能に表示することができるため、一定のテンポ音
に合わせて一定の音程の楽音を発音する音階練習等を支援する、最適な機器といえる。
【０１２６】
　尚、メトロノーム機能と調律機能の両方を有する機器であれば、本発明のテンポおよび
調律結果の発光（表示）方法を採用して、テンポおよび調律結果を同時に、且つ、それぞ
れを容易に識別可能に表示することができる。この場合の表示手段は発光素子にこだわら
ない。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の音階練習機の外観の概略図である。
【図２】音階練習機１を楽器に装着している例を示す。
【図３】本発明の音階練習機１のハードウエア構成の概略図である。
【図４】音階練習機１の機能ブロック図である。
【図５】メトロノームモードにおける発光素子群１７の発光方法を示した図である。
【図６】音階練習機１の機能ブロック図である。
【図７】実施形態２の調停手段６１の動作の流れを示すフローチャートである。
【図８】実施形態２の同時モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した図
である。
【図９】実施形態３の調停手段６１の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１０】実施形態３の同時モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した
図である。
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【図１１】実施形態４の調停手段６１の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１２】実施形態４の同時モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した
図である。
【図１３】実施形態５の調停手段６１の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１４】実施形態６の同時モードにおける発光素子群１７の発光方法を模式的に示した
図である。
【符号の説明】
【０１２８】
１　音階練習機
２　音階練習機の本体
３　アーム部
４　楽器装着部
５　発光素子群
６　表示部
７　操作部
８　楽音収集部
９　テンポ音発生部
１０　楽器
１１　ＲＯＭ
１２　ＲＡＭ
１３　入力波形処理部
１４　楽音収集部
１５　マイコン
１６　表示部
１７　発光素子群
１８　テンポ音発生部
１９　操作部
２０　電源
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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