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(57)【要約】
【課題】安定的に保持することができ、無理なく弓と弦
とを操作できる擦弦楽器を提供する。
【解決手段】擦弦楽器１は、本体１０２と、本体１０２
に接続された肩当て１０３と、本体１０２の下方に配置
され該本体の荷重を受ける本体受け１０６と、本体１０
２を球面に沿って摺動自在としつつ本体１０２と本体受
け１０６とを互いに連結する可動連結部１０７とを備え
る。本体１０２は、指板１０５と、指板１０５上に延び
る複数の弦１０４と、複数の弦１０４を支持して指板１
０５上に複数の弦１０４を張架する１対の駒とを有する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指板と、前記指板上に延びる複数の弦と、前記複数の弦を支持して前記指板上に前記複
数の弦を張架する１対の駒とを有する本体と、
　前記本体に接続された肩当てと、
　前記本体の下方に配置され該本体の荷重を受ける本体受けと、
　前記本体を球面に沿って摺動自在としつつ前記本体と前記本体受けとを互いに連結する
可動連結部と、
を備えることを特徴とする擦弦楽器。
【請求項２】
　指板と、前記指板上に延びる複数の弦と、前記複数の弦を支持して前記指板上に前記複
数の弦を張架する１対の駒とを有する本体と、
　前記本体に接続された肩当てと、
　前記本体の下方に配置され該本体の荷重を受ける本体受けと、
　前記本体を前記本体受けに対して少なくとも１つの軸周りに回動自在としつつ前記本体
と前記本体受けとを互いに連結する可動連結部と、
を備えることを特徴とする擦弦楽器。
【請求項３】
　前記可動連結部は、前記本体を曲面に沿って回動自在としつつ前記本体と前記本体受け
とを互いに連結することを特徴とする、請求項２に記載の擦弦楽器。
【請求項４】
　前記可動連結部は、磁気の力によって前記本体と前記本体受けとを互いに連結すること
を特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項５】
　前記可動連結部は、
　　前記本体及び前記本体受けの一方に設けられた突出部と、
　　前記突出部を受ける突出部受けであって、前記本体及び前記本体受けの他方に設けら
れた突出部受けと、
を含み、
　前記突出部及び前記突出部受けの一方が磁石であり、
　前記突出部及び前記突出部受けの他方が磁性体である
ことを特徴とする請求項４に記載の擦弦楽器。
【請求項６】
　前記可動連結部は、
　　前記本体及び前記本体受けの一方に設けられた突出部と、
　　前記突出部を受ける突出部受けであって、前記本体及び前記本体受けの他方に設けら
れた突出部受けと、
を含み、
　前記可動連結部は、前記突出部及び前記突出部受けが互いに係合することによって前記
本体と前記本体受けとを互いに連結することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項
に記載の擦弦楽器。
【請求項７】
　前記複数の弦に対して前記指板の反対側に前記指板と離間して配置される離間部と、
　前記本体と前記離間部とを連結する少なくとも２つの連結部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項８】
　前記本体は、前記指板上の前記複数の弦のうちいずれかの弦に隣接する位置に、音高を
把握するための少なくとも１つの音高目安部をさらに有することを特徴とする請求項１か
ら７のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項９】
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　前記音高目安部は、前記隣接する弦を押弦した際に該弦と接触しないように構成されて
いることを特徴とする請求項８に記載の擦弦楽器。
【請求項１０】
　前記音高目安部は、前記指板から突出する突起により形成されることを特徴とする請求
項８又は９に記載の擦弦楽器。
【請求項１１】
　前記本体受けは、奏者の腿部に当接可能な当接部を有することを特徴とする請求項１か
ら１０のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項１２】
　前記当接部は、少なくとも２つの棒状体を含むことを特徴とする請求項１１に記載の擦
弦楽器。
【請求項１３】
　前記当接部は、奏者の腿部の少なくとも３点に接触する接触部を有することを特徴とす
る請求項１１に記載の擦弦楽器。
【請求項１４】
　前記当接部は、奏者の腿部の少なくとも一部に面接触する接触面を有することを特徴と
する請求項１１に記載の擦弦楽器。
【請求項１５】
　前記当接部は、その底部が同一面上に接するように形成されていることを特徴とする、
請求項１１から１４のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項１６】
　前記本体受けは、
　　奏者に固定可能な固定部と、
　　前記固定部と前記可動連結部とを接続する固定接続部と、
を備えることを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、擦弦楽器に関し、特に弓等と弦が擦れることによって音が生じる擦弦楽器に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　弦を弓等で擦ることによって音を発生させる擦弦楽器としては、華美な音質によって舞
踏音楽や協奏曲等に幅広く使用されるバイオリンがよく知られている。しかしながら、そ
のポピュラーさにも関わらず、バイオリンは、ギター等の弦楽器に比べると奏者の数がき
わめて少ない。
【０００３】
　その理由として主に以下の点が挙げられる。まず、図１に示すように、バイオリン１０
００を演奏するためには、一般的に、バイオリン１０００の尾部を左肩１００２に乗せ、
左肩１００２と顎１００４でバイオリンの尾部を挟み込み、さらに、左手１００６でバイ
オリンのネック１００８を把持する基本姿勢を習得する必要がある。上記基本姿勢では、
上記のように左肩１００２と顎１００４でバイオリンの尾部を支持しつつ、左手１００６
によってネック１００８を把持し、かつ、左指１０１６で弦（例えば、弦１０１０）を押
弦して音高をとる必要があるため、安定的な姿勢を維持することは概して非常に困難であ
る。
【０００４】
　また、図１に示すように、バイオリン１０００を演奏する場合、バイオリン１０００の
ネック１００８を把持する左手１００６は、大きく反って捻じれている状態にあるため、
左手１００６の関節部はその可動域のほぼ限界に達している。したがって、関節が固くな
った成人にとっては、音高を変えるために、例えば、弦１０１０から他の弦１０１１まで
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左指１０１６を正確に移動させることは、幼少期から訓練を重ねた場合を除き、殆ど不可
能といっても過言ではない。
【０００５】
　さらに、バイオリン１０００を演奏する際には、右手１０１４で弓１０１２を持ち、こ
の弓１０１２で所望の弦を擦らなければならない。図２に示すように、バイオリン１００
０の低音弦（例えば、弦１０２０）を擦る場合には、弓を第１の方向１０２２に動かす必
要があるのに対し、高音弦（例えば、弦１０２４）を擦る場合には、弓を第２の方向１０
２６に動かす必要がある。したがって、演奏する楽曲が弦１０２０の音高と弦１０２４の
音高とを含む場合、弓を扱う右腕をα度以上上下に動かさねばならない。上記基本姿勢を
維持しつつ、このような動作によって正確に音高を変化させるためには、相当な技量が必
要であり、技量習得のために長い習得期間を要する。
【０００６】
　以上のように、バイオリンを習熟することは難しく、特に、成人にとっては初歩的な段
階を脱することすら非常に困難である。したがって、バイオリンは楽器としては非常にポ
ピュラーであるにも関わらず、奏者の裾野が広がらないという問題が生じている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みてなされたもので、安定的に保持するこ
とができ、また、無理なく弓と弦とを操作できる擦弦楽器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】
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、安定的に保持することができ、また、無理なく弓と弦と
を操作できる擦弦楽器が提供される。この擦弦楽器は、本体と、上記本体に接続された肩
当てと、上記本体の下方に配置され該本体の荷重を受ける本体受けと、上記本体を球面に
沿って摺動自在としつつ上記本体と上記本体受けとを互いに連結する可動連結部とを備え
る。上記本体は、指板と、上記指板上に延びる複数の弦と、上記複数の弦を支持して上記
指板上に上記複数の弦を張架する１対の駒とを有する。
【０００９】
　このように、本体は可動連結部により球面に沿って摺動自在となっているため、奏者は
、擦る弦を変える場合でも、弓を操作する腕（例えば右腕）の角度を略一定に保つことが
できる。また、本体受けによって、奏者は、着座状態でも安定して擦弦楽器を保持するこ
とができる。そのため、バイオリンに比べて容易に演奏することが可能となる。
【００１０】
　本発明の第２の態様によれば、安定的に保持することができ、また、無理なく弓と弦と
を操作できる擦弦楽器が提供される。この擦弦楽器は、本体と、上記本体に接続された肩
当てと、上記本体の下方に配置され該本体の荷重を受ける本体受けと、上記本体を上記本
体受けに対して少なくとも１つの軸周りに回動自在としつつ上記本体と上記本体受けとを
互いに連結する可動連結部とを備える。上記本体は、指板と、上記指板上に延びる複数の
弦と、上記複数の弦を支持して上記指板上に上記複数の弦を張架する１対の駒とを有する
。
【００１１】
　このように、本体は可動連結部により本体受けに対して少なくとも１つの軸周りに回動
自在となっているため、奏者は、擦る弦を変える場合でも、弓を操作する腕（例えば右腕
）の角度を略一定に保つことができる。また、本体受けによって、奏者は、着座状態でも
安定して擦弦楽器を保持することができる。そのため、バイオリンに比べて容易に演奏す
ることが可能となる。
【００１２】
　ここで、上記可動連結部は、上記本体を曲面に沿って回動自在としつつ上記本体と上記
本体受けとを互いに連結してもよい。本体を曲面に沿って回動自在とすることで、本体の
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本体受けに対する回動域を広げることができる。
【００１３】
　また、上記可動連結部は、磁気の力によって上記本体と上記本体受けとを互いに連結し
てもよい。これにより、本体と本体受けとの着脱が容易となる。この場合において、上記
可動連結部が、上記本体及び上記本体受けの一方に設けられた突出部と、上記突出部を受
ける突出部受けとを含んでいてもよい。この突出部受けは、上記本体及び上記本体受けの
他方に設けられている。また、上記突出部及び上記突出部受けの一方を磁石とし、上記突
出部及び上記突出部受けの他方を磁性体とすることができる。あるいは、上記可動連結部
は、上記突出部及び上記突出部受けが互いに係合することによって上記本体と上記本体受
けとを互いに連結するように構成されていてもよい。
【００１４】
　上記擦弦楽器は、上記複数の弦に対して上記指板の反対側に上記指板と離間して配置さ
れる離間部と、上記本体と上記離間部とを連結する少なくとも２つの連結部とをさらに備
えていてもよい。これにより、本体には環状構造が形成され、張架された弦によって生じ
る張力が分散されるため、本体が張力によって反り返ることを防止することができる。
【００１５】
　上記本体は、上記指板上の上記複数の弦のうちいずれかの弦に隣接する位置に、音高を
把握するための少なくとも１つの音高目安部をさらに有していてもよい。このような音高
目安部によって、ある音高を生じさせるための押弦位置を視覚的に把握することができる
。この場合において、上記隣接する弦を押弦した際に該弦と接触しないように上記音高目
安部を構成してもよい。また、上記指板から突出する突起により上記音高目安部を形成し
てもよい。このような突起により、音高位置を視覚的だけでなく触覚的にも把握すること
ができる。
【００１６】
　上記本体受けは、奏者の腿部に当接可能な当接部を有していてもよい。これにより、着
座した奏者の腿のような曲面上であっても、擦弦楽器を設置することができる。また、上
記当接部は、少なくとも２つの棒状体を含んでいてもよい。これにより、上記本体受けは
、２つ以上の棒状体によって対象物に接触できるため、着座した奏者の腿のような曲面上
であっても、擦弦楽器を安定的に設置することができる。また、上記当接部は、奏者の腿
部の少なくとも３点に接触する接触部を有してもよい。また、上記当接部は、奏者の腿部
の少なくとも一部に面接触する接触面を有してもよい。これにより、着座した奏者の腿部
の少なくとも一部に本体受けを面接触させることができるため、着座した奏者の腿のよう
な曲面上であっても、擦弦楽器を安定的に設置することができる。また、上記当接部は、
その底部が同一面上に接するように形成されてもよい。この場合、例えば机上のような平
面であっても、擦弦楽器を安定的に設置することができる。
【００１７】
　上記本体受けは、奏者に固定可能な固定部と、上記固定部と上記可動連結部とを接続す
る固定接続部とを備えてもよい。これにより、奏者が起立状態であっても安定した体勢で
擦弦楽器を演奏することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る擦弦楽器によれば、奏者は、擦る弦を変える場合でも、弓を操作する腕（
例えば右腕）の角度を略一定に保つことができる。また、本体受けによって、奏者は、着
座状態でも安定して擦弦楽器を保持することができる。そのため、奏者は、本発明に係る
擦弦楽器を安定的に保持しつつ、無理なく弓と弦とを操作することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】バイオリンを演奏する際の基本姿勢を示す模式図である。
【図２】バイオリンの高音弦と低音弦を弓で擦る際の弓の動きを説明するための模式図で
ある。
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【図３】本発明の第１の実施形態における擦弦楽器を示す模式図である。
【図４】図３に示される擦弦楽器の正面図である。
【図５】図４に示される擦弦楽器の右側面図である。
【図６】図４に示される擦弦楽器の底面図である。
【図７】図５に示される擦弦楽器の可動連結部付近を示す拡大断面図である。
【図８】本発明の第１の実施形態における本体受け及び可動連結部の突出部を示す正面図
である。
【図９】図８に示される本体受け及び突出部の側面図である。
【図１０】図８に示される本体受け及び突出部の平面図である。
【図１１】図８に示される本体受けの変形例を示す正面図である。
【図１２】図３に示される擦弦楽器を演奏する際の本体の摺動状態を説明するための模式
図である。
【図１３】図８に示される本体受けの変形例を示す斜視図である。
【図１４】図１３に示される本体受け及び突出部の正面図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態における擦弦楽器の本体及び肩当てを示す正面図であ
る。
【図１６】図１５に示される擦弦楽器の音高目安部を示す模式図である。
【図１７】本発明の第３の実施形態における本体受け及び可動連結部の突出部を示す斜視
図である。
【図１８】本発明の第４の実施形態における本体受け及び可動連結部の突出部を示す斜視
図である。
【図１９】図１８に示される本体受け及び突出部の平面図である。
【図２０】図１８に示される本体受け及び突出部の右側面図である。
【図２１】本発明の第４の実施形態における擦弦楽器を演奏する状態を示す模式図である
。
【図２２】本発明の第５の実施形態における擦弦楽器を示す側面図である。
【図２３】本発明の第６の実施形態における可動連結部を示す縦断面図である。
【図２４】図２３のＡ－Ａ線断面図である。
【図２５】本発明の第７の実施形態における可動連結部を示す縦断面図である。
【図２６】本発明の第８の実施形態における可動連結部を示す模式図である。
【図２７】本発明の一実施形態における本体及び肩当てを示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る擦弦楽器の実施形態について図３から図２７を参照して詳細に説明
する。なお、図３から図２７において、同一又は相当する構成要素には、同一の符号を付
して重複した説明を省略する。
【００２１】
　図３は本発明の第１の実施形態における擦弦楽器１を示す模式図、図４は正面図、図５
は右側面図、図６は底面図である。図３から図５に示すように、本実施形態における擦弦
楽器１は、本体１０２と、本体１０２の上方に接続された肩当て１０３と、本体１０２の
下方に配置されて本体１０２の荷重を受ける本体受け１０６（図４及び図６においては図
示を省略）と、本体１０２と本体受け１０６とを互いに連結する可動連結部１０７（図４
及び図６においては図示を省略）とを備えている。
【００２２】
　図３から図５に示すように、本体１０２は、指板１０５と、指板１０５上に延びる複数
の弦１０４と、複数の弦１０４を支持して指板１０５上に複数の弦１０４を張架する１対
の駒である上駒１０８及び下駒１０９と、本体１０２の指板１０５の上方に設けられた湾
曲部１１１とを備えている。なお、図６では、湾曲部１１１及び肩当て１０３が省略して
示されている。
【００２３】
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　図４に示すように、それぞれの弦１０４は、上駒１０８より上方に配置された弦挿通穴
１１２に挿通されており、弦１０４の一端に設けられたボールエンド（図示せず）が弦挿
通穴１１２に係止することにより固定されている。弦１０４の他端は下駒１０９より下方
に設置されたペグ１１０に巻きつけられている。本実施形態では、弦１０４の一端が上記
のようにペグ１１０に巻きつけられて固定されているため、上記一端がペグ１１０に巻き
つく度合いを調節することによって、張架された弦１０４の張力を変えることができ、弦
１０４を擦った際に生じる音の高さを調整することができる。なお、本実施形態では、上
駒１０８は指板１０５の長手方向に移動可能に構成されており、上駒１０８を所望の位置
に移動させた後、ボルト１７０によって上駒１０８が本体１０２に固定されている。
【００２４】
　図３から図５に示すように、肩当て１０３は、本体１０２の指板１０５の上方に設けら
れた湾曲部１１１の先端に設置されている。そのため、湾曲部１１１の湾曲の度合いや湾
曲部１１１の長さを調節することによって、奏者にとって最も演奏し易い肩部１３０（図
３参照）に肩当て１０３を当てることができる。
【００２５】
　図７は、可動連結部１０７付近を拡大した断面模式図である。図７に示すように、本実
施形態における可動連結部１０７は、本体受け１０６の上部に設けられた突出部１１４と
、本体１０２の底部に設けられた突出部受け１１３とから構成されている。図８は本体受
け１０６及び可動連結部１０７の突出部１１４を示す正面図、図９は側面図、図１０は平
面図である。
【００２６】
　図８から図１０に示すように、本実施形態では、本体受け１０６は、２つの棒状体によ
り構成される当接部１１５と、２つの当接部１１５の長手方向の中間部を架橋する架橋部
１１６とを備える。架橋部１１６は上方に凸形状となるように湾曲している。上記２つの
当接部１１５は、上記架橋部１１６の両端に接続され、かつ、同一方向に向けられている
。このような構成により、図３に示すように、着座した奏者の腿１６０が延びる方向と当
接部１１５の長手方向を一致させるように、本体受け１０６を着座した奏者の腿１６０に
当接させることによって、着座した奏者の腿１６０のような曲面上であっても、擦弦楽器
１を奏者の腿１６０に対して固定することができる。
【００２７】
　また、当接部１１５は、２つの当接部１１５の底部１１７がいずれも同一面に接するよ
うに構成されている。したがって、例えば机上のような平面であっても擦弦楽器１を安定
的に設置することができる。
【００２８】
　なお、図１１に示すように、当接部１１５の外周面にスポンジなどの弾性部材１５１を
貼付してもよい。このような弾性部材１５１を当接部１１５の外周面に設ければ、弾性部
材１５１がクッションとなって奏者の腿１６０を挟み込んで締め上げるように作用するた
め、さらに安定して擦弦楽器を奏者の腿１６０に固定することができる。
【００２９】
　図８に示すように、可動連結部１０７の突出部１１４は、本体受け１０６の架橋部１１
６の中央頂部に配置されている。この突出部１１４は、例えば磁性体である鉄球により構
成されており、突出部１１４に対応する突出部受け１１３（図７参照）は、突出部１１４
の球面に対応する半球面を有する磁石により構成される。このような構成により、本体１
０２と本体受け１０６は、突出部受け１１３の磁石と突出部１１４の鉄球との間に生じる
磁気の力によって互いに着脱可能に連結される。
【００３０】
　また、図７に示すように、突出部１１４の球面と突出部受け１１３の半球面とが摺接し
つつ磁力により互いに連結されているため、本体１０２は本体受け１０６に連結された状
態で、突出部１１４の球面に沿ってあらゆる角度に自在に動くことが可能となっている。
【００３１】
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　なお、突出部１１４に用いる材料は鉄に限られず、磁性体であればよいが、特に、強磁
性体であることが好ましい。例えば、鉄以外の強磁性体として、コバルト、ニッケル、ガ
ドリニウム等を用いることが考えられる。
【００３２】
　図１２は、擦弦楽器１を演奏するときの本体１０２の摺動状態を説明するための模式図
である。図１２では、高音弦１０４ａを弓で擦る際の本体１０２の位置が実線で、低音弦
１０４ｂを弓で擦る際の本体１０２の位置が破線で示されている。上記のように、本体１
０２は可動連結部１０７により本体受け１０６に対して摺動自在となっているため、例え
ば、弓が擦る弦を高音弦１０４ａから低音弦１０４ｂに変える際には、図１２に示すよう
に、本体１０２を鉛直方向の軸周りにα°摺動させる。このとき、図１２に示すように、
高音弦１０４ａを擦るときに弓を動かす方向（以下、擦弦方向という）１３０ａと低音弦
１０４ｂを擦るときの擦弦方向１３０ｂとは同一方向である。したがって、擦弦楽器１の
奏者は、複数の弦１０４のうち弓で擦る弦がいずれの弦であっても、本体１０２を鉛直方
向の軸周りにα°揺動させることで、弓を動かす腕（例えば右腕）の角度を略一定に保つ
ことができる。さらに、図３に示すように、本体受け１０６によって着座状態でも安定し
て擦弦楽器１を保持することができる。このように、擦弦楽器１の本体１０２を摺動又は
回動させることにより無理なく弓と弦とを操作することができ、バイオリンに比べて容易
に擦弦楽器１を演奏することが可能となる。
【００３３】
　本実施形態では、図１０に示すように、本体受け１０６が１つの架橋部１１６を有して
いるが、本体受け１０６は２つ以上の架橋部１１６を有していてもよい。また、本実施形
態では、本体受け１０６が２つの当接部１１５を有しているが、３つ以上の当接部１１５
を有していてもよい。また、本実施形態では、２つの当接部１１５が平行に延びているが
、当接部１１５は必ずしも平行に延びていなくてもよい。
【００３４】
　また、本実施形態では、可動連結部１０７は、磁性体（例えば、鉄）によって形成され
た突出部１１４と、磁石によって形成された突出部受け１１３とにより構成されているが
、磁石によって形成される突出部１１４と磁性体（例えば、鉄）によって形成される突出
部受け１１３とにより構成されていてもよい。
【００３５】
　さらに、可動連結部１０７の突出部１１４の形態は球体に限られるものではなく、突出
部受け１１３もこれに対応して半球面形状とする必要はない。すなわち、本体１０２と本
体受け１０６が摺動可能に連結されていれば、突出部１１４と突出部受け１１３を任意の
形状とすることができる。例えば、突出部１１４を球体とし、突出部受け１１３を突出部
１１４の球体の表面に接触可能な端部を有する管形状としてもよい。また、本実施形態で
は、突出部１１４の球面と突出部受け１１３の半球面との摺接により、突出部１１４の球
面に沿ってあらゆる角度に本体１０２を自在に動かせるように構成したが、少なくとも１
つの軸周りに回動するように突出部１１４と突出部受け１１３の形状を変更することがで
きる。そのような場合においても、安定して擦弦楽器１を保持することができ、バイオリ
ンに比べて容易に擦弦楽器１を演奏することが可能となる。
【００３６】
　また、本実施形態では、本体受け１０６に突出部１１４を設け、本体１０２に突出部受
け１１３を設けた例を説明したが、本体１０２に突出部１１４を設け、本体受け１０６に
突出部受け１１３を設けてもよい。さらに、本体１０２が本体受け１０６に対して摺動可
能に又は回動可能に連結されていれば、必ずしも突出部１１４や突出部受け１１３を設け
る必要もない。
【００３７】
　図１３は、上述した本体受け１０６の変形例を示す斜視図、図１４は正面図である。こ
の変形例における本体受け９０６は、図１３及び図１４に示すように、それぞれ端部９１
５Ａ，９１５Ｂを有する２つの当接部９１５と、２つの当接部９１５のそれぞれの端部９
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１５Ａ同士を架橋する架橋部９１６とを備える。それぞれの当接部９１５は上方に向かっ
て湾曲している。架橋部９１６は、当接部９１５の長手方向の中央に向かって傾斜した略
Ｕ字形状をしており、この架橋部９１６の中央頂部に突出部１１４が設けられている。
【００３８】
　また、図１４に示すように、本体受け９０６は、突出部１１４の中心を基準として左右
対称の構造を有している。また、突出部１１４は、２つの当接部９１５の間であって、当
接部９１５の長手方向中央付近の上方に位置している。
【００３９】
　上述したように、それぞれの当接部９１５は上方に向かって湾曲しているため、本体受
け９０６の当接部９１５は、２つの端部９１５Ａと２つの端部９１５Ｂの少なくとも４点
（接触部）で奏者の腿部に接触するため、本体受け９０６を奏者の腿に安定的に固定する
ことができる。ここでは、本体受け９０６の当接部９１５が、２つの端部９１５Ａと２つ
の端部９１５Ｂの少なくとも４点で奏者の腿部に接触する例について説明したが、これに
限られるものではなく、少なくとも３点で接触する接触部を有していれば、この３点で規
定される平面で本体受け９０６を奏者の腿に安定的に固定することができる。
【００４０】
　また、２つの当接部９１５の長手方向の中央部付近にベルト状部材を巻き付けて本体受
け９０６を奏者の腿に固定してもよい。このようなベルト状部材を使用することにより、
本体受け９０６をより安定的に奏者の腿に固定することができる。なお、このようなベル
ト状部材を第１の実施形態の本体受け１０６に対して用いることもできる。
【００４１】
　図１５は、本発明の第２の実施形態における擦弦楽器２の本体１０２及び肩当て１０３
を示す正面図である。図１５に示すように、本体１０２の指板１０５上には、４本の弦１
０４が張架されているため、３つの弦間部（第１の弦間部２０２、第２の弦間部２０３及
び第３の弦間部２０４）が形成されている。本実施形態においては、指板１０５上の第１
の弦間部２０２と第２の弦間部２０３に、それぞれ音高を把握するための音高目安部２０
１が複数個設けられている。また、第１の弦間部２０２における１つの音高目安部２０１
とこれに対応する第２の弦間部２０３における音高目安部２０１は、上駒１０８から略同
一の距離に配置されている。例えば、半音ずつ音高が変化する距離ごとに音高目安部２０
１が設けられる。
【００４２】
　このように弦１０４に隣接した位置に音高目安部２０１を設けることにより、ある音高
を生じさせるための押弦位置を視覚的に把握することができる。また、本実施形態では、
図１５に示すように、音高目安部２０１は上記弦間部に設けられているため、弦を押弦し
た際に該弦と接触することがない。そのため、バイオリン等のノンフレット楽器の特徴を
活かした楽音を得ることができる。また、本実施形態では、図１５に示すように、第１の
弦間部２０２と第２の弦間部２０３の２つの弦間部に音高目安部２０１が設けられている
ため、１つの弦間部にのみ音高目安部２０１が設けられている場合に比べて、音高位置の
視覚的把握が一層容易になる。
【００４３】
　また、図１６に示すように、例えば釘等を用いて指板１０５上に突起２０５を形成する
ことにより音高目安部２０１を構成してもよい。この場合、指２９０で突起２０５に触れ
ることにより、音高位置を視覚的だけでなく触覚的にも把握することができる。このとき
、図１６に示すように、指板１０５から突起２０５の頂部までの高さＤ1は、指板１０５
から弦１０４までの高さＤ2に比べて微小であるため、弦１０４を押弦した際に、例えば
ギターにおけるフレットと弦のように音高目安部２０１と弦１０４とが接触することがな
い。したがって、バイオリン等のノンフレット楽器の特徴を活かした楽音を得ることがで
きる。
【００４４】
　本実施形態では、音高目安部２０１は第１の弦間部２０２と第２の弦間部２０３にのみ
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設置されているが、音高の視覚的把握をより一層容易するため、あるいは、デザイン的な
観点から、第３の弦間部２０４にさらに音高目安部２０１を設けてもよい。あるいは、弦
間部のいずれか１つのみに音高目安部２０１を設けることも可能である。なお、張架する
弦の数に応じて、音高目安部２０１を設置し得る弦間部の数が変化することは言うまでも
ない。
【００４５】
　なお、例えば、ゴムのようなものを指板１０５に粘着させて突起２０５を形成すること
によって音高目安部２０１を構成してもよい。また、視覚的に音高を把握する観点から、
突起２０５を形成せずに、指板１０５上の所望の位置に施したマーキングによって音高目
安部２０１を構成してもよい。
【００４６】
　図１７は、本発明の第３の実施形態における本体受け３０６及び突出部１１４を示す斜
視図である。本実施形態の本体受け３０６は、太鼓橋形状の当接部３０１により構成され
る。この当接部３０１は、上方に凸形状となるように湾曲した湾曲表面３０２及び湾曲裏
面３０３を有している。これらの湾曲表面３０２及び湾曲裏面３０３は一方向に延びて当
接部３０１はトンネル形状となっている。湾曲表面３０２の中央頂部には、可動連結部１
０７の突出部１１４が設置されている。また、湾曲裏面３０３の２つの下縁部３０４は、
同一平面で接するように形成されている。
【００４７】
　本実施形態においては、本体受け３０６の湾曲裏面３０３の湾曲形状を着座した奏者の
腿部に対応するように形成することにより、着座した奏者の腿部に本体受け３０６を面接
触させることができる。すなわち、本実施形態における湾曲裏面３０３は、奏者の腿部の
少なくとも一部に面接触する接触面として機能する。このような接触面を当接部３０１に
形成することにより、着座した奏者の腿に擦弦楽器１を固定することができる。また、湾
曲裏面３０３の２つの下縁部３０４は、同一平面に接するように形成されているため、例
えば机上のような平面であっても、擦弦楽器を安定的に設置することができる。なお、突
出部１１４は、湾曲表面３０２の中央頂部以外の部分に設置されてもよい。また、本実施
形態における本体受け３０６の当接部３０１はトンネル形状を有しているが、奏者の腿部
の少なくとも一部に面接触するように構成されていればどのような形状を有していてもよ
い。
【００４８】
　図１８は本発明の第４の実施形態における本体受け４０６及び突出部１１４を示す斜視
図、図１９は平面図、図２０は右側面図である。図１８から図２０に示すように、本実施
形態における本体受け４０６は、奏者に固定可能なベルト状の固定部４０１と、上記固定
部４０１と可動連結部の突出部１１４とを接続する固定接続部４０２とを備える。
【００４９】
　図１８から図２０に示すように、固定接続部４０２は、奏者の正面の２箇所で固定部４
０１と接続することができるように、枝分かれ構造をしている。この枝分かれ構造によっ
て、固定接続部４０２は、突出部１１４と固定部４０１を直線的に接続する第１の接続部
４０３と、第１の接続部４０３の長手方向のおよそ中間部から枝分かれして固定部４０１
に接続される第２の接続部４０４とを含んでいる。
【００５０】
　このように、固定部４０１と突出部１１４とが固定接続部４０２により接続されている
ので、固定接続部４０２の第１の接続部４０３が延びる方向が奏者の起立方向と直交する
ように、本体受け４０６を奏者に装着することによって、奏者が起立状態であっても本体
１０２の底部を本体受け４０６によって支持することができる。したがって、図２１に示
すように、肩当て１０３で本体１０２の上部をさらに支持すれば、起立した状態でも安定
した体勢で擦弦楽器４を演奏することができる。
【００５１】
　また、本実施形態では、第１の接続部４０３と第２の接続部４０４という２つの接続部
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がそれぞれ固定部４０１に接続しているため、本実施形態における本体受け４０６は、１
つの接続部が固定部４０１に接続する場合に比べて、より安定的に本体１０２を支持する
ことができる。
【００５２】
　また、本実施形態では、固定部４０１の固定接続部４０２が設けられている側とは反対
側にストラップ４１０（図１９及び図２０では図示を省略）が取り付けられている。図２
１に示すように、このストラップ４１０は肩当て１０３に接続可能となっており、演奏時
にストラップ４１０を肩当て１０３に接続することにより、より安定的に擦弦楽器４を保
持することが可能となる。
【００５３】
　なお、本実施形態では、固定接続部４０２は、１つの枝分かれ構造を有することにより
２箇所で固定部４０１と接続するが、固定部４０１との接続箇所は２箇所に限定されるも
のではない。例えば、さらにもう１つの枝分かれ構造を形成して第３の接続部を備えるこ
とにより、３箇所で固定部４０１と接続してもよいし、それ以上の箇所で固定部４０１と
接続してもよい。
【００５４】
　また、本実施形態では、固定接続部４０２が固定部４０１に接合されているが、固定接
続部４０２を磁気的な力によって固定部４０１に接続してもよい。すなわち、固定部４０
１及び固定接続部４０２のいずれか一方に磁石を装着し、他方に鉄等の磁性体を装着する
ことによって両者を磁気的な力で接続することができる。
【００５５】
　さらに、本実施形態における本体受け４０６は、ベルト状の固定部４０１を有している
が、固定部を奏者のズボンに通したベルトに取り付け可能に構成してもよい。例えば、奏
者のズボンに通したベルトと係合可能な鉤状部材によって固定部を構成してもよい。
【００５６】
　図２２は、本発明の第５の実施形態における擦弦楽器５を示す側面図である。図２２に
示すように、本実施形態における擦弦楽器５は、本体５０２と、弦１０４に対して指板１
０５の反対側に離間して延びる離間部５０１と、本体５０２と離間部５０１とを連結する
第１の連結部５１０及び第２の連結部５０３とを備えている。
【００５７】
　このような構成により、離間部５０１と、第１の連結部５１０と、離間部５０１に対向
する本体５０２と、第２の連結部５０３とによって開口部５０４が形成される。この開口
部５０４によって生じる本体５０２の環状構造によって、張架された弦１０４によって生
じる張力が第１の連結部５１０及び第２の連結部５０３を介して離間部５０１に分散され
るため、本体５０２が上記張力によって反り返ることを防止することができる。なお、上
記張力に対する剛性を高める観点から、本体５０２、離間部５０１、第１の連結部５１０
、及び第２の連結部５０３は一体成形されることが好ましい。
【００５８】
　また、図２２に示すように、第１の連結部５１０にはコレット５０７が取り付けられて
いる。肩当て１０３からはロッド５０８が延出しており、コレット５０７によってロッド
５０８を把持することによって、肩当て１０３が本体５０２に接続される。なお、本実施
形態では、コレット５０７を用いて肩当て１０３と本体５０２を接続しているが、他の接
続部材（例えば、ボルトやネジ、ナット）を用いて肩当て１０３を本体５０２に接続して
もよい。また、上述した第１の実施形態においても、本実施形態におけるコレット５０７
のような接続部材を用いて肩当て１０３を本体１０２に接続してもよい。
【００５９】
　本実施形態においては、離間部５０１と本体５０２との間に略楕円状の開口部５０４が
形成されているが、三角形状や半円形状の開口部が形成されるように離間部５０１及び連
結部５１０，５０３を構成してもよい。また、連結部は２つに限定されるものではなく、
３つ以上の連結部を設けてもよい。
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【００６０】
　図２３は、本発明の第６の実施形態における可動連結部６０７を模式的に示す縦断面図
である。図２４は、図２３のＡ－Ａ線断面図である。図２３に示すように、本実施形態に
おける可動連結部６０７は、第１の実施形態における本体受け１０６の架橋部１１６の中
央頂部に配置された突出部６０１と、本体６０２の底部に形成された突出部受け６２０と
を含んでいる。
【００６１】
　図２３及び図２４に示すように、突出部６０１は、本体受け１０６の架橋部１１６から
上方に延びる円筒形状の挿通部６０３と、挿通部６０３の上方に形成される係合部６０４
とを含んでいる。図２４に示すように、挿通部６０３の鉛直方向に直交する平面における
断面は正円である。また、係合部６０４の鉛直方向に直交する平面における断面は正方形
である。一方、図２３に示すように、突出部受け６２０は、本体６０２の底部に形成され
た挿通口６０５と、挿通口６０５の上部であって本体６０２の内部に形成された収容部６
０８とを含んでいる。図２４に示すように、挿通口６０５の鉛直方向に直交する平面にお
ける断面は正円であり、収容部６０８の鉛直方向に直交する平面における断面は正方形で
ある。図２３及び図２４は、挿通部６０３、挿通口６０５、係合部６０４、及び収容部６
０８が共通の中心点６０９を有するように配置された状態を示している。
【００６２】
　図２４に示すように、挿通部６０３の鉛直方向に直交する平面における断面の半径Ｒ1

、挿通口６０５の鉛直方向に直交する平面における断面の半径Ｒ2、係合部６０４の鉛直
方向に直交する平面における断面の一辺の長さＬ3、収容部６０８の鉛直方向に直交する
平面における断面の一辺の長さＬ4は、Ｌ4＞Ｌ3＞Ｒ2＞Ｒ1となっている。また、図２３
に示すように、挿通部６０３の高さＨ1と挿通口６０５の高さＨ2は、Ｈ1＞Ｈ2となってい
る。さらに、係合部６０４の高さＨ3と収容部６０８の高さＨ4は、Ｈ4＞Ｈ3となっている
。そのため、図２３に示すように、本実施形態における突出部６０１と突出部受け６２０
は、ある程度の隙間を有した状態で互いに嵌合することができる。また、図２４に示すよ
うに、中心点６０９から収容部６０８の１つの角部６１１までの長さＲ4、中心点６０９
から係合部６０４の１つの角部６１０までの長さＲ3は、Ｒ4＞Ｒ3となっている。また、
本実施形態における可動連結部６０７は、上記Ｌ4と上記Ｒ3がＬ４＞２×Ｒ3となるよう
に構成されている（図２４参照）。
【００６３】
　上述した構成によって、突出部６０１の係合部６０４と突出部受け６２０の収容部６０
８との係合によって本体６０２が本体受け１０６に連結されている。また、上記のように
、挿通部６０３は、本体受け１０６の架橋部１１６から上方に延びる円筒形の形状をして
おり、突出部６０１と突出部受け６２０との間にはある程度の隙間が形成されている。し
たがって、本体６０２は本体受け１０６に連結された状態で、突出部６０１の挿通部６０
３の円筒面と挿通口６０５の円筒面とが摺接するようになっている。このように、本実施
形態では、本体６０２が本体受け１０６に連結された状態で、突出部６０１の挿通部６０
３の外周曲面に沿って鉛直方向に延びる挿通部６０３周りに自在に回動することが可能と
なっている。
【００６４】
　なお、突出部６０１と突出部受け６２０との係合により本体６０２と本体受け６０６と
を連結し、本体６０２が本体受け６０６に対して１以上の軸を中心として回動することが
できれば、他の構成を採用することもできる。例えば、係合部６０４の鉛直方向に直交す
る平面における断面及び／又は収容部６０８の鉛直方向に直交する平面における断面が正
円になるように可動連結部６０７を構成することができる。
【００６５】
　図２５は、本発明の第７の実施形態における可動連結部７０７を模式的に示す縦断面図
である。図２５に示すように、本実施形態における可動連結部７０７は、第１の実施形態
における本体受け１０６の架橋部１１６の中央頂部に配置された突出部７０１と、本体７
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０２の底部に形成された突出部受け７２０とを含んでいる。
【００６６】
　図２５に示すように、突出部７０１は、本体受け１０６の架橋部１１６から上方に延び
る円筒形状の挿通部７０３と、挿通部７０３の上方に形成される球体状の係合部７０４と
を含んでいる。突出部受け７２０は、本体７０２の底部に形成された挿通口７０５と、挿
通口７０５の上部であって本体７０２の内部に形成された収容部７０８とを含んでいる。
収容部７０８は、係合部７０４の球体の外周面に対応した球面７０９を有している。
【００６７】
　このような構成によって、突出部７０１の係合部７０４と突出部受け７２０の収容部７
０８との係合によって本体７０２が本体受け１０６に連結されている。また、収容部７０
８は係合部７０４の球体の外周面に対応した球面７０９を有しており、突出部７０１と突
出部受け７２０との間にはある程度の隙間が形成されている。したがって、本体７０２は
本体受け１０６に連結された状態で、突出部７０１の係合部７０４の球面と収容部７０８
の球面７０９とが摺接するようになっている。このように、本実施形態では、本体７０２
が本体受け１０６に連結された状態で、突出部７０１の係合部７０４の球面に沿ってあら
ゆる角度に自在に動くことが可能となっている。
【００６８】
　図２６は本発明の第８の実施形態における可動連結部８０７を示す模式図である。図２
６に示すように、本実施形態における可動連結部８０７は、本体８０２に埋設された環状
のベアリング８１３と、ベアリング８１３と本体受け１０６の架橋部１１６とを接続する
ユニバーサルジョイント（自在継手）８１４とを含んでいる。ユニバーサルジョイント８
１４は、ベアリング８１３の開口部に嵌設される円筒状の第１の継手８２０と、本体受け
１０６の架橋部１１６の中央頂部に固定される円筒状の第２の継手８２１とを含んでいる
。また、ユニバーサルジョイント８１４は、第１の継手８２０のベアリング８１３に嵌設
される端部とは反対側の端部に設置された第１のシャフト８２２と、架橋部１１６に固定
される第２の継手８２１とは反対側の端部に設置された第２のシャフト８２３とを含んで
いる。
【００６９】
　このような構成によって、本体８０２は、本体受け１０６に対して、第１のシャフト８
２２を軸として回動可能であり、第２のシャフト８２３を軸として回動可能であり、さら
に、ベアリング８１３の中心軸周りに回動可能となる。このように、本実施形態における
可動連結部８０７は、本体８０２を本体受け１０６に対して３つの軸周りに回動自在とし
つつ本体受け１０６に連結している。
【００７０】
　なお、本実施形態では、ベアリング８１３を本体８０２に埋設し、第２の継手８２１を
本体受け１０６に固定したが、ベアリング８１３を本体受け１０６に設置し、第２の継手
８２１を本体８０２に設置してもよい。また、本体８０２を本体受け１０６に対して回動
させる観点から、第１の継手８２０を円筒形状にすることが好ましい。
【００７１】
　これまで本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限
定されず、その技術的思想の範囲内において種々異なる形態にて実施されてよいことは言
うまでもない。例えば、以下のような実施形態が考えられる。
【００７２】
　本発明の擦弦楽器１の弦１０４は、例えば、以下のように固定されてもよい。弦１０４
は、上駒１０８の上方部と下駒１０９の下方部に設けられた２つのペグ１１０によって固
定されてもよい。また、弦１０４は、上駒１０８の上方部に設けられたペグ１１０と下駒
１０９の下方に設けられた弦挿通穴１１２によって固定されてもよい。
【００７３】
　上述した実施形態では、弦１０４が４本張架されているように示されているが、擦弦楽
器１の発する音域に合わせて、張架される弦１０４の本数を調節してもよい。例えば、張
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架される弦の本数を２本又は３本にすることも、あるいは、５本以上にすることも可能で
ある。
【００７４】
　上述した実施形態における肩当て１０３の形状は球体として表されているが、奏者が演
奏し易いように、又は、デザイン的な観点から、肩当て１０３の形状を平板状や湾曲状に
変更してもよい。また、肩当て１０３は、奏者の肩に接するものに限定されるわけではな
く、例えば、奏者の肩に掛けることができるように、略鉤型の形状で提供されてもよい。
【００７５】
　また、本発明の擦弦楽器の本体は、種々の形状に変更することが可能である。例えば、
図２７に示すような本体９２を用いてもよい。図２７に示す本体９２は、指板（図示せず
）が設置される第１の部材９２Ａと、第１の部材９２Ａの下端部から上方に延びる第２の
部材９２Ｂとを含み、略Ｖ字型の形状を有している。この場合において、上述したような
コレット、ボルト、ネジ、ナットなどの接続部材９４によって肩当て９３を本体９２に接
続してもよい。
【００７６】
　また、上述した各実施形態における擦弦楽器の本体に、ピックアップやマイクロフォン
などの入力装置を設けてもよく、この入力装置で得られた電気信号を外部に出力するため
のジャックを本体に形成してもよい。さらに、この入力装置で得られた電気信号を増幅す
るアンプと増幅された電気信号を音として出力するスピーカとを本体の内部に内蔵させる
ことも可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　　１，２，４，５　　擦弦楽器
　９２，１０２　　本体
　９３，１０３　　肩当て
１０４　　弦
１０５　　指板
１０６　　本体受け
１０７　　可動連結部
１０８　　上駒
１０９　　下駒
１１０　　ペグ
１１１　　湾曲部
１１２　　弦挿通穴
１１３　　突出部受け
１１４　　突出部
１１５　　当接部
１１６　　架橋部
１１７　　底部
１７０　　ボルト
２０１　　音高目安部
２０２　　第１の弦間部
２０３　　第２の弦間部
２０４　　第３の弦間部
２０５　　突起
３０１　　当接部
３０２　　湾曲表面
３０３　　湾曲裏面
３０４　　下縁部
３０６　　本体受け
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４０１　　固定部
４０２　　固定接続部
４０３　　第１の接続部
４０４　　第２の接続部
４０６　　本体受け
４１０　　ストラップ
５０１　　離間部
５０２　　本体
５０３　　第２の連結部
５０４　　開口部
５０７　　コレット
５０８　　ロッド
５１０　　第１の連結部
６０１　　突出部
６０２　　本体
６０３　　挿通部
６０４　　係合部
６０５　　挿通口
６０６　　本体受け
６０７　　可動連結部
６０８　　収容部
６０９　　中心点
６２０　　突出部受け
７０１　　突出部
７０２　　本体
７０３　　挿通部
７０４　　係合部
７０５　　挿通口
７０７　　可動連結部
７０８　　収容部
７０９　　球面
７２０　　突出部受け
８０２　　本体
８０７　　可動連結部
８１３　　ベアリング
８１４　　ユニバーサルジョイント
８２０　　第１の継手
８２１　　第２の継手
８２２　　第１のシャフト
８２３　　第２のシャフト
９０６　　本体受け
９１５　　当接部
９１６　　架橋部
９２０　　ベルト状部材
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月25日(2014.12.25)
【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】
　指板と、前記指板上に延びる複数の弦と、前記複数の弦を支持して前記指板上に前記複
数の弦を張架する１対の駒とを有する本体と、
　前記本体に接続された肩当てと、
　前記本体の下方に配置され該本体の荷重を受ける本体受けと、
　前記本体を球面に沿って摺動自在としつつ前記本体と前記本体受けとを互いに連結する
可動連結部と、
を備えることを特徴とする擦弦楽器。
【請求項２】
　前記複数の弦に対して前記指板の反対側に前記指板と離間して配置される離間部と、
　前記本体と前記離間部とを連結する少なくとも２つの連結部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の擦弦楽器。
【請求項３】
　前記本体受けは、奏者の腿部に当接可能な当接部を有することを特徴とする請求項１又
は２に記載の擦弦楽器。
【請求項４】
　指板と、前記指板上に延びる複数の弦と、前記複数の弦を支持して前記指板上に前記複
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数の弦を張架する１対の駒とを有する本体と、
　前記本体に接続された肩当てと、
　前記本体の下方に配置され該本体の荷重を受ける本体受けであって、奏者の腿部に当接
可能な当接部を有する本体受けと、
　前記本体を前記本体受けに対して少なくとも１つの軸周りに回動自在としつつ前記本体
と前記本体受けとを互いに連結する可動連結部と、
　前記複数の弦に対して前記指板の反対側に前記指板と離間して配置される離間部と、
　前記本体と前記離間部とを連結する第１の連結部及び第２の連結部と、
を備え、
　前記第１の連結部は、前記第２の連結部よりも上方に位置し、前記本体と前記離間部と
を曲線状に接続する
ことを特徴とする擦弦楽器。
【請求項５】
　前記第１の連結部及び前記第２の連結部は、前記複数の弦によって生じる張力を分散さ
せるように前記本体と前記離間部とを連結することを特徴とする請求項４に記載の擦弦楽
器。
【請求項６】
　前記可動連結部は、前記本体を曲面に沿って回動自在としつつ前記本体と前記本体受け
とを互いに連結することを特徴とする、請求項４又は５に記載の擦弦楽器。
【請求項７】
　前記可動連結部は、磁気の力によって前記本体と前記本体受けとを互いに連結すること
を特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項８】
　前記可動連結部は、
　　前記本体及び前記本体受けの一方に設けられた突出部と、
　　前記突出部を受ける突出部受けであって、前記本体及び前記本体受けの他方に設けら
れた突出部受けと、
を含み、
　前記突出部及び前記突出部受けの一方が磁石であり、
　前記突出部及び前記突出部受けの他方が磁性体である
ことを特徴とする請求項７に記載の擦弦楽器。
【請求項９】
　前記可動連結部は、
　　前記本体及び前記本体受けの一方に設けられた突出部と、
　　前記突出部を受ける突出部受けであって、前記本体及び前記本体受けの他方に設けら
れた突出部受けと、
を含み、
　前記可動連結部は、前記突出部及び前記突出部受けが互いに係合することによって前記
本体と前記本体受けとを互いに連結することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項
に記載の擦弦楽器。
【請求項１０】
　前記本体は、前記指板上の前記複数の弦のうちいずれかの弦に隣接する位置に、音高を
把握するための少なくとも１つの音高目安部をさらに有することを特徴とする請求項１か
ら９のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項１１】
　前記音高目安部は、前記隣接する弦を押弦した際に該弦と接触しないように構成されて
いることを特徴とする請求項１０に記載の擦弦楽器。
【請求項１２】
　前記音高目安部は、前記指板から突出する突起により形成されることを特徴とする請求
項１０又は１１に記載の擦弦楽器。



(24) JP 2016-29407 A 2016.3.3

【請求項１３】
　前記当接部は、少なくとも２つの棒状体を含むことを特徴とする請求項３から６のいず
れか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項１４】
　前記当接部は、奏者の腿部の少なくとも３点に接触する接触部を有することを特徴とす
る請求項１３に記載の擦弦楽器。
【請求項１５】
　前記当接部は、奏者の腿部の少なくとも一部に面接触する接触面を有することを特徴と
する請求項３から６のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項１６】
　前記当接部は、その底部が同一面上に接するように形成されていることを特徴とする、
請求項３から６及び１３から１５のいずれか一項に記載の擦弦楽器。
【請求項１７】
　前記本体受けは、
　　奏者に固定可能な固定部と、
　　前記固定部と前記可動連結部とを接続する固定接続部と、
を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の擦弦楽器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の第２の態様によれば、安定的に保持することができ、また、無理なく弓と弦と
を操作できる擦弦楽器が提供される。この擦弦楽器は、本体と、上記本体に接続された肩
当てと、上記本体の下方に配置され該本体の荷重を受ける本体受けと、上記本体を上記本
体受けに対して少なくとも１つの軸周りに回動自在としつつ上記本体と上記本体受けとを
互いに連結する可動連結部とを備える。上記本体は、指板と、上記指板上に延びる複数の
弦と、上記複数の弦を支持して上記指板上に上記複数の弦を張架する１対の駒とを有する
。上記本体受けは、奏者の腿部に当接可能な当接部を有する。上記擦弦楽器は、前記複数
の弦に対して前記指板の反対側に前記指板と離間して配置される離間部と、前記本体と前
記離間部とを連結する第１の連結部及び第２の連結部とをさらに備える。前記第１の連結
部は、前記第２の連結部よりも上方に位置し、前記本体と前記離間部とを曲線状に接続し
ている。この場合において、前記第１の連結部及び前記第２の連結部は、前記複数の弦に
よって生じる張力を分散させるように前記本体と前記離間部とを連結することが好ましい
。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

