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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面側に複数の弦が張られる楽器本体と、該楽器本体の両側面に配置可能な一対のフレ
ームと、を備え、
　前記一対のフレームのうち一方のフレームが、前記楽器本体の長手方向を回転軸として
前記楽器本体の側面から背面側に向けて回り込んで他方のフレームに重なり合うように、
前記楽器本体に対して回転自在に連結された可動フレームであり、
　前記他方のフレームは、前記楽器本体の側面に移動不能に固定されていることを特徴と
する電気弦楽器。
【請求項２】
　前記可動フレームを前記楽器本体に対して回転不能に固定する固定機構を備え、
　該固定機構が、前記一対のフレームを前記楽器本体の両側面に各々配した状態で前記可
動フレームを固定することを特徴とする請求項１に記載の電気弦楽器。
【請求項３】
　前記固定機構が、前記楽器本体の表面から該楽器本体の長手方向に窪むと共に前記回転
軸の径方向に延在して形成され、前記楽器本体に連結されて前記回転軸から径方向に延在
する前記可動フレームの連結端部を挿入可能な係止溝と、前記連結端部を前記係止溝に挿
入する方向に付勢する付勢手段と、を備えることを特徴とする請求項２に記載の電気弦楽
器。
【請求項４】
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　正面側に複数の弦が張られる楽器本体と、該楽器本体の両側面に配置可能な一対のフレ
ームと、を備え、
　前記一対のフレームの少なくとも一方が、前記楽器本体の長手方向を回転軸として前記
楽器本体の側面から背面側に向けて回り込んで他方のフレームに重なり合うように、前記
楽器本体に対して回転自在に連結された可動フレームであり、
　さらに、前記可動フレームを前記楽器本体に対して回転不能に固定する固定機構を備え
、
　該固定機構が、前記一対のフレームを前記楽器本体の両側面に各々配した状態で前記可
動フレームを固定し、
　前記固定機構が、前記楽器本体の表面から該楽器本体の長手方向に窪むと共に前記回転
軸の径方向に延在して形成され、前記楽器本体に連結されて前記回転軸から径方向に延在
する前記可動フレームの連結端部を挿入可能な係止溝と、前記連結端部を前記係止溝に挿
入する方向に付勢する付勢手段と、を備えることを特徴とする電気弦楽器。
【請求項５】
　前記固定機構が、前記楽器本体にその長手方向にねじ込まれ、前記楽器本体に連結され
る前記可動フレームの連結端部を前記楽器本体に押し付ける押付用ねじを備え、
　該押付用ねじが、前記連結端部に挿通されて、前記可動フレームを前記楽器本体に対し
て回転自在に連結していることを特徴とする請求項２から請求項４のいずれか一項に記載
の電気弦楽器。
【請求項６】
　正面側に複数の弦が張られる楽器本体と、該楽器本体の両側面に配置可能な一対のフレ
ームと、を備え、
　前記一対のフレームの少なくとも一方が、前記楽器本体の長手方向を回転軸として前記
楽器本体の側面から背面側に向けて回り込んで他方のフレームに重なり合うように、前記
楽器本体に対して回転自在に連結された可動フレームであり、
　さらに、前記可動フレームを前記楽器本体に対して回転不能に固定する固定機構を備え
、
　該固定機構が、前記一対のフレームを前記楽器本体の両側面に各々配した状態で前記可
動フレームを固定し、
　前記固定機構が、前記楽器本体にその長手方向にねじ込まれ、前記楽器本体に連結され
る前記可動フレームの連結端部を前記楽器本体に押し付ける押付用ねじを備え、
　該押付用ねじが、前記連結端部に挿通されて、前記可動フレームを前記楽器本体に対し
て回転自在に連結していることを特徴とする電気弦楽器。
【請求項７】
　前記固定機構が、前記一対のフレームを重ね合わせた状態で前記可動フレームを固定す
ることを特徴とする請求項２から請求項６のいずれか一項に記載の電気弦楽器。
【請求項８】
　前記固定機構が、前記楽器本体に設けられて、該楽器本体に連結された前記可動フレー
ムの連結端部を前記楽器本体の長手方向から挟み込んで固定する一対の狭持部を備えるこ
とを特徴とする請求項２から請求項７のいずれか一項に記載の電気弦楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気弦楽器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気ギター（エレクトリックギター）、電気バイオリン等のように弦の振動を検
出するピックアップ装置を備える電気弦楽器には、所定本数の弦を張設した細長い楽器本
体の両側部（両側面）に、アコースティックギター等のアコースティック楽器のボディに
相当する形状のフレームを設けたものがある。この種の電気弦楽器では、フレームがネジ
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止めや圧入等によって楽器本体に固定されることで、フレームが楽器本体に対して着脱可
能に取り付けられる。これにより、フレームを楽器本体から取り外して電気弦楽器をコン
パクトにまとめて持ち運んだり、電気弦楽器の保管スペースを小さく抑えたりすることが
可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１５７０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の電気弦楽器の取り扱いは面倒である。例えば、フレームが楽
器本体から分離してしまうため、フレームを楽器本体から取り外した後に、フレームだけ
を置き忘れたり、紛失したりする虞がある。また、電気弦楽器の演奏時にフレームが楽器
本体から不意に外れてしまう虞もある。また、フレームを楽器本体に対して取り付けたり
、取り外したりする作業が必要となるため、演奏前の準備や演奏後の片づけが面倒である
、という問題もある。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、運搬時や保管時にはコンパク
トにまとめることが可能でありながら、取り扱いの容易な電気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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の電気弦楽器は、正面側に複数の弦が張られる楽器
本体と、該楽器本体の両側面に配置可能な一対のフレームと、を備え、前記一対のフレー
ムのうち一方のフレームが、前記楽器本体の長手方向を回転軸として前記楽器本体の側面
から背面側に向けて回り込んで他方のフレームに重なり合うように、前記楽器本体に対し
て回転自在に連結された可動フレームであり、前記他方のフレームは、前記楽器本体の側
面に移動不能に固定されていることを特徴とする。
【０００７】
　上記電気弦楽器によれば、一対のフレームが重なり合うように電気弦楽器を折りたたむ
ことで、一対のフレームを楽器本体の両側面に配した場合と比較して、電気弦楽器をコン
パクトにまとめることができるため、電気弦楽器を容易に持ち運んだり、電気弦楽器の保
管スペースを小さく抑えたりすることが可能となる。
　さらに、上記電気弦楽器によれば、可動フレームが楽器本体に対して回転自在に連結さ
れているため、楽器本体から分離することもない。したがって、従来のようなフレームの
置忘れや紛失を防止できる。また、電気弦楽器の演奏時にフレームが不意に脱落すること
も防止できるため、電気弦楽器を容易に取り扱うことが可能となる。
【０００８】
　また、上記電気弦楽器によれば、可動フレームが楽器本体の側面から背面側に回り込む
ように楽器本体に連結されているため、可動フレームが楽器本体の正面側に張られた弦に
干渉することを防止できる。すなわち、可動フレームが弦に触れることで、弦の音高が不
意に変化したり、弦にダメージを与えることを防止できる。
　さらに、可動フレームが楽器本体の側面から背面側に回り込むため、電気弦楽器を折り
たたんだ状態で弦の調律を行うことも可能となる。
【０００９】
　そして、前記電気弦楽器は、前記可動フレームを前記楽器本体に対して回転不能に固定
する固定機構を備え、該固定機構が、前記一対のフレームを前記楽器本体の両側面に各々
配した状態で前記可動フレームを固定するとよい。
　上記のように可動フレームが固定されていれば、演奏者が電気弦楽器を演奏する際に、
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可動フレームが演奏者の身体の一部分（腕や足、胸部、腹部など）に当っても、可動フレ
ームの回転移動が固定機構によって規制される。したがって、演奏者は安定した状態で電
気弦楽器を演奏することができる。
【００１０】
　また、前記電気弦楽器では、前記固定機構が、前記一対のフレームを重ね合わせた状態
で前記可動フレームを固定するとよい。
　上記電気弦楽器によれば、電気弦楽器を折りたたんだ状態において電気弦楽器をさらに
容易に持ち運ぶことができる。
【００１１】
　さらに、前記電気弦楽器では、前記固定機構が、前記楽器本体に設けられて、該楽器本
体に連結された前記可動フレームの連結端部を前記楽器本体の長手方向から挟み込んで固
定する一対の狭持部を備えることが好ましい。
【００１２】
　この構成では、一対の狭持部が配された位置まで可動フレームを回転移動させるだけで
、可動フレームの連結端部が一対の狭持部によって挟み込まれるため、可動フレームを簡
単に楽器本体に固定することができる。また、この固定状態から可動フレームを回転移動
させるためには、一対の狭持部の狭持力よりも大きな力を可動フレームに作用させるだけ
でよい。したがって、短時間で演奏準備や片付けを行うことが可能となる。
【００１３】
　また、前記電気弦楽器では、前記固定機構が、前記楽器本体の表面から該楽器本体の長
手方向に窪むと共に前記回転軸の径方向に延在して形成され、前記楽器本体に連結されて
前記回転軸から径方向に延在する前記可動フレームの連結端部を挿入可能な係止溝と、前
記連結端部を前記係止溝に挿入する方向に付勢する付勢手段と、を備えるとよい。
　また、本発明の電気弦楽器は、正面側に複数の弦が張られる楽器本体と、該楽器本体の
両側面に配置可能な一対のフレームと、を備え、前記一対のフレームの少なくとも一方が
、前記楽器本体の長手方向を回転軸として前記楽器本体の側面から背面側に向けて回り込
んで他方のフレームに重なり合うように、前記楽器本体に対して回転自在に連結された可
動フレームであり、さらに、前記可動フレームを前記楽器本体に対して回転不能に固定す
る固定機構を備え、該固定機構が、前記一対のフレームを前記楽器本体の両側面に各々配
した状態で前記可動フレームを固定し、前記固定機構が、前記楽器本体の表面から該楽器
本体の長手方向に窪むと共に前記回転軸の径方向に延在して形成され、前記楽器本体に連
結されて前記回転軸から径方向に延在する前記可動フレームの連結端部を挿入可能な係止
溝と、前記連結端部を前記係止溝に挿入する方向に付勢する付勢手段と、を備えることを
特徴とする。
【００１４】
　この構成では、係止溝が形成された位置まで可動フレームを回転移動させるだけで、可
動フレームの連結端部が付勢手段の付勢力によって係止溝に挿入される。この挿入状態で
は、連結端部及び係止溝の延在方向が一致するため、連結端部の回転移動が規制され、可
動フレームが楽器本体に固定される。すなわち、可動フレームを簡単に楽器本体に固定す
ることができる。また、この固定状態から可動フレームを回転移動させるためには、付勢
手段の付勢力に抗って連結端部を係止溝から抜き出せばよい。したがって、短時間で演奏
準備や片付けを行うことが可能となる。
【００１５】
　さらに、前記電気弦楽器では、前記固定機構が、前記楽器本体にその長手方向にねじ込
まれ、前記楽器本体に連結される前記可動フレームの連結端部を前記楽器本体に押し付け
る押付用ねじを備え、該押付用ねじが、前記連結端部に挿通されて、前記可動フレームを
前記楽器本体に対して回転自在に連結してもよい。
　また、本発明の電気弦楽器は、正面側に複数の弦が張られる楽器本体と、該楽器本体の
両側面に配置可能な一対のフレームと、を備え、前記一対のフレームの少なくとも一方が
、前記楽器本体の長手方向を回転軸として前記楽器本体の側面から背面側に向けて回り込
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んで他方のフレームに重なり合うように、前記楽器本体に対して回転自在に連結された可
動フレームであり、さらに、前記可動フレームを前記楽器本体に対して回転不能に固定す
る固定機構を備え、該固定機構が、前記一対のフレームを前記楽器本体の両側面に各々配
した状態で前記可動フレームを固定し、前記固定機構が、前記楽器本体にその長手方向に
ねじ込まれ、前記楽器本体に連結される前記可動フレームの連結端部を前記楽器本体に押
し付ける押付用ねじを備え、該押付用ねじが、前記連結端部に挿通されて、前記可動フレ
ームを前記楽器本体に対して回転自在に連結していることを特徴とする。
　
【００１６】
　この構成では、押付用ねじにより可動フレームの連結端部を楽器本体に押し付けるだけ
で、可動フレームを簡単に任意の回転位置に固定することができる。そして、演奏者の身
体に当る可動フレームを任意の回転位置で固定できれば、演奏者は所望する様々な姿勢で
電気弦楽器を演奏することが可能となる。すなわち、電気弦楽器による演奏の自由度向上
を図ることができる。
　さらに、上記構成では、押付用ねじが可動フレームを楽器本体に連結する機能も有する
ため、電気弦楽器の構成部品点数を削減して、その製造コストを低く抑えることも可能で
ある。
【００１７】
　また、前記電気弦楽器では、前記固定機構が、前記楽器本体に設けられて、該楽器本体
に連結された前記可動フレームの連結端部を磁力によって吸着固定する磁力吸着部を備え
てもよい。
　この構成では、磁力吸着部が配された位置まで可動フレームを回転移動させるだけで、
可動フレームの連結端部が磁力によって磁力吸着部に吸着されるため、可動フレームを簡
単に楽器本体に固定することができる。また、この固定状態から可動フレームを回転移動
させるためには、磁力吸着部と連結端部との間に作用する磁力よりも大きな力を可動フレ
ームの回転方向に作用させればよい。したがって、短時間で演奏準備や片付けを行うこと
が可能となる。
【００１８】
　さらに、前記電気弦楽器では、第一フレームのみが前記可動フレームであり、第二フレ
ームが前記楽器本体の側面に固定されているとよい。
　電気弦楽器が電気ギターである場合、演奏者が椅子等に座った状態で電気弦楽器を演奏
する際には、一対のフレームの一方を楽器本体の下側に配置して演奏者の足部（太腿）上
に載せることがある。
　そこで、上記構成のように楽器本体に固定された第二フレームを演奏者の足部に載せれ
ば、楽器本体が第二フレームを介して演奏者の足部上に安定して配される。このため、例
え第一フレームが楽器本体に対して不意に回転移動したとしても、演奏を継続することが
できる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、一対のフレームの少なくとも一方が楽器本体に対して回転自在に連結
された可動フレームとなっているため、電気弦楽器をコンパクトにまとめることができる
と共に、フレームの置忘れや紛失、及び、電気弦楽器の演奏時におけるフレームの脱落を
防止して、電気弦楽器を容易に取り扱うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第一実施形態に係る電気ギターであり、第一フレームを楽器本体の第一
側面に配した状態を示す斜視図である。
【図２】図１の電気ギターにおいて、第一フレームを楽器本体の背面側に配した状態を示
す斜視図である。
【図３】図１，２の電気ギターにおいて、第一フレームを楽器本体の第二側面に配した状
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態を示す斜視図である。
【図４】図２のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図５】図１～３の電気ギターにおいて、第一側面に配された第一フレームと楽器本体と
の連結状態を楽器本体の背面側から見た拡大平面図である。
【図６】図５のＢ－Ｂ矢視断面図である。
【図７】図１～３の電気ギターにおいて、第二側面に配された第一フレームと楽器本体と
の連結状態を楽器本体の背面側から見た拡大平面図である。
【図８】本発明の第二実施形態に係る電気ギターにおいて、第一側面に配された第一フレ
ームと楽器本体との連結部分を楽器本体の背面側から見た拡大断面図である。
【図９】図８のＣ－Ｃ矢視断面図である。
【図１０】図９，１０の電気ギターにおいて、楽器本体の背面側に配された第一フレーム
と楽器本体との連結部分を示す拡大側断面図である。
【図１１】本発明の第三実施形態に係る電気ギターにおいて、楽器本体と第一フレームと
の連結部分を楽器本体の背面側から見た状態を示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　〔第一実施形態〕
　以下、図１～７を参照して本発明の第一実施形態について説明する。
　図１に示すように、この実施形態に係る電気ギター（電気弦楽器）１は、細長い楽器本
体２と、楽器本体２の正面２ａ側に張られる複数の弦３と、楽器本体２の左右両側面２ｃ
，２ｄに配置可能な一対のフレーム４，５と、を備えている。
【００２２】
　楽器本体２は、例えば木材からなり、細長い箱状の胴部１１と、胴部１１の長手方向の
一端部２１（以下、前端部２１と呼ぶ。）から延びるネック部１２と、を備えている。
　胴部１１の正面２ａには、各弦３の一端を固定するテールピース１３が設けられている
。テールピース１３は、胴部１１の長手方向の中間部分に設けられている。また、胴部１
１の内部には、弦３の振動を検出して電気信号に変換するピックアップ装置（不図示）が
設けられている。ピックアップ装置は、例えば後述する指板１４に重ならない範囲で、胴
部１１の前端部２１とテールピース１３との間に配される。さらに、胴部１１には、トー
ンコントロールを含むプリアンプや、プリアンプの出力を外部に取り出すジャック（いず
れも不図示）等、一般的な電気ギターの各種構成部品も設けられている。
【００２３】
　ネック部１２は、その正面２ａに多数のフレットを有する指板１４を設けて構成されて
いる。この指板１４の長手方向の一部は、胴部１１の前端部２１まで延びている。また、
ネック部１２の延在方向先端には、各弦３の他端部を巻き取る糸巻装置１５が設けられて
いる。複数の弦３は、この糸巻装置１５と前述のテールピース１３との間に張られており
、楽器本体２の幅方向に間隔をあけて配列されている。
【００２４】
　各フレーム４，５は、合成樹脂、金属、木材等からなる帯状の板材を湾曲させた形状を
呈している。本実施形態の各フレーム４，５は、一対のフレーム４，５が一般的なアコー
スティックギターのボディの外形形状と同様のひょうたん型の形状を呈するように、それ
ぞれ湾曲した形状に形成されている。
　各フレーム４，５の長手方向の両端部は、それぞれ胴部１１の前端部２１及び後端部２
２に取り付けられている。
【００２５】
　一対のフレーム４，５のうち第一フレーム４は、胴部１１の長手方向を回転軸３２（図
４等参照）として胴部１１に対して回転自在に連結された可動フレームとなっている。本
実施形態では、第一フレーム４の長手方向の両端部が胴部１１に連結されている。そして
、第一フレーム４の回転範囲は、図１～３に示すように、胴部１１の一方の側面２ｃ（以
下、第一側面２ｃと呼ぶ。）から背面２ｂ側に回り込んで、胴部１１の他方の側面２ｄ（
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以下、第二側面２ｄと呼ぶ。）に至るまでの範囲である。すなわち、第一フレーム４の回
転角度範囲は１８０度となっている。
　なお、胴部１１の第一側面２ｃは、両側面２ｃ，２ｄのうち音程が最も低い第一弦３ａ
側に位置する側面（演奏時に上に向く側面）であり、第二側面２ｄは、音程が最も高い弦
３（例えば第六弦３ｆ）側に位置する側面（演奏時に下に向く側面）である。
【００２６】
　一方、第二フレーム５は、ネジ止め等により、胴部１１の第二側面２ｄに移動不能に固
定されている。
　これにより、図１に示すように、第一フレーム４が第一側面２ｃ（展開位置４Ａ）に配
された状態では、一対のフレーム４，５が、アコースティックギターのボディの外形形状
と同様の瓢箪（ひょうたん）型の形状を呈する。また、図３に示すように、第一フレーム
４が第二側面２ｄ（折りたたみ位置４Ｂ）に配された状態では、一対のフレーム４，５が
胴部１１の厚さ方向に重なり合う。すなわち、第一フレーム４が回転自在であることで、
電気ギター１が折りたたみ自在となっている。
【００２７】
　次に、図４～７を参照して、第一フレーム４の長手方向の一端部（以下、単に連結端部
２３と呼ぶ。）と胴部１１の後端部２２との連結構造について詳細に説明する。
　図４～７に示すように、胴部１１の後端部２２には、胴部１１の背面２ｂから窪むと共
に胴部１１の幅方向に延びる有底の収容溝３１が形成されている。収容溝３１の延在方向
の両端は、胴部１１の両側面２ｃ，２ｄにそれぞれ開口している。胴部１１の後端部２２
に位置する第一フレーム４の連結端部２３は、この収容溝３１内に収容される。
【００２８】
　収容溝３１内には、胴部１１の長手方向に延びる回転軸３２が配されている。回転軸３
２は、胴部１１の長手方向に直交する収容溝３１の両内側面３１ｂ，３１ｃの間に架け渡
されている。なお、図示例では、回転軸３２が胴部１１の幅方向の中間位置に配されてい
るが、例えば中間位置から第一側面２ｃ側あるいは第二側面２ｄ側にずらした位置に配さ
れていてもよい。
　そして、本実施形態の回転軸３２は、胴部１１の後端面２ｅから長手方向にねじ込まれ
る連結用ねじ３３によって構成されている。連結用ねじ３３は、回転軸３２をなす雄ねじ
部３３Ａと、雄ねじ部３３Ａの軸方向一端に設けられたストラップ保持部３３Ｂと、を備
えている。
【００２９】
　雄ねじ部３３Ａは、胴部１１の後端面２ｅから胴部１１内にねじ込まれている。なお、
雄ねじ部３３Ａをねじ込む胴部１１のネジ孔は、収容溝３１をその幅方向に貫通するよう
に形成されている。一方、ストラップ保持部３３Ｂは、連結用ねじ３３を胴部１１に取り
付けた状態で胴部１１の後端面２ｅに配され、電気ギター１用のストラップ（不図示）を
係止する部分である。すなわち、本実施形態の連結用ねじ３３は、電気ギター１のエンド
ピンとしても機能している。
【００３０】
　一方、胴部１１の後端部２２に位置する第一フレーム４の連結端部２３は、収容溝３１
に挿入された状態で回転軸３２を挿通させるように構成されている。これにより、第一フ
レーム４の連結端部２３が、楽器本体２に対して回転軸３２を中心に回転自在となってい
る。
　なお、第一フレーム４の他端部（連結端部２３）と胴部１１の前端部２１との連結構造
は、回転軸３２をなす連結用ねじ３３が胴部１１の前端面（不図示）から胴部１１の長手
方向にねじ込まれる点を除いて、上述した第一フレーム４の一端部（連結端部２３）と胴
部１１の後端部２２との連結構造と同一である。すなわち、第一フレーム４の他端部は、
第一フレーム４の一端部と同様に、胴部１１の前端部２１に形成された収容溝３１（図２
，３参照）に収容されると共に、エンドピンを兼用する連結用ねじ３３の雄ねじ部３３Ａ
（回転軸３２）に挿通されている。
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【００３１】
　そして、以上のように楽器本体２に連結される第一フレーム４が、図１，５に示すよう
に、胴部１１の第一側面２ｃに配された状態、及び、図３，７に示すように、胴部１１の
第二側面２ｄに配された状態では、第一フレーム４の連結端部２３が収容溝３１の底部３
１ａによって、第一フレーム４の胴部１１の正面２ａ側への回り込みが規制されている。
すなわち、第一フレーム４の回転角度範囲は、収容溝３１の底部３１ａによって１８０度
に設定されている。
【００３２】
　さらに、本実施形態の電気ギター１は、図５～７に示すように、展開位置４Ａ及び折り
たたみ位置４Ｂに配された第一フレーム４を楽器本体２に対して回転不能に固定する固定
機構を備えている。本実施形態の固定機構は、収容溝３１内に設けられて第一フレーム４
の連結端部２３を固定する狭持部材３５を備えている。
　狭持部材３５は、弾性変形可能な金属等の板材に折り曲げ加工を施して形成され、ベー
ス板部３６と、ベース板部３６の両端からベース板部３６の厚さ方向に延出する一対の狭
持部３７，３７と、を備えている。ベース板部３６は、固定用ねじ３８によって収容溝３
１の底部３１ａに固定されている。
【００３３】
　各狭持部３７，３７は、収容溝３１の各内側面３１ｂ，３１ｃに沿って底部３１ａから
胴部１１の背面２ｂ側に向けて延在している。これにより、一対の狭持部３７，３７は互
いに胴部１１の長手方向に対向している。また、一対の狭持部３７，３７は、互いに離れ
る方向に弾性変形可能となっている。さらに、各狭持部３７，３７には、互いに近づく方
向に突出する爪部３９，３９が形成されている。各爪部３９，３９は、各狭持部３７，３
７に折り曲げ加工を施すことで形成されている。
【００３４】
　以上のように構成される狭持部材３５は、収容溝３１の底部３１ａのうち、回転軸３２
と第一側面２ｃとの間、及び、回転軸３２と第二側面２ｄとの間に、一つずつ配されてい
る。このため、例えば図５，７に示すように、第一フレーム４が展開位置４Ａあるいは折
りたたみ位置４Ｂに至るまで回転移動すると、図６に示すように、第一フレーム４の連結
端部２３が一対の狭持部３７，３７の間に入り込む。この際、一対の狭持部３７，３７は
互いに離れるように弾性変形するため、一対の狭持部３７，３７により連結端部２３を挟
み込む力が生じ、これにより、第一フレーム４が展開位置４Ａや折りたたみ位置４Ｂに固
定される。
【００３５】
　また、本実施形態の連結端部２３には、一対の狭持部３７，３７に各々対向する面から
窪む凹部２４が形成されている。そして、第一フレーム４が展開位置４Ａや折りたたみ位
置４Ｂに配された状態では、凹部２４に狭持部３７の爪部３９が入り込み、これによって
、連結端部２３が展開位置４Ａや折りたたみ位置４Ｂから回転移動しないように一対の狭
持部３７，３７に係止される。すなわち、本実施形態では、展開位置４Ａや折りたたみ位
置４Ｂに配された第一フレーム４の連結端部２３が、一対の狭持部３７，３７に挟み込ま
れると共に係止されることで、第一フレーム４の回転移動が規制されている。
【００３６】
　このように固定された第一フレーム４を展開位置４Ａや折りたたみ位置４Ｂから回転移
動させるためには、一対の狭持部３７，３７の狭持力よりも大きな力を第一フレーム４に
作用させればよい。
　なお、図示例では、胴部１１の後端部２２に狭持部材３５を設けた構成が記載されてい
るが、胴部１１の前端部２１にも同様の狭持部材３５が設けられていてよい。
【００３７】
　以上説明したように、第一実施形態に係る電気ギター１によれば、図３に示すように、
一対のフレーム４，５が重なり合うように電気ギター１を折りたたむことで、一対のフレ
ーム４，５を楽器本体２の両側面２ｃ，２ｄに配した場合と比較して、電気ギター１をコ
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ンパクトにまとめることができるため、電気ギター１を容易に持ち運んだり、電気ギター
１の保管スペースを小さく抑えたりすることが可能となる。
　また、第一フレーム４が楽器本体２に対して回転自在に連結されているため、楽器本体
２から分離することもない。したがって、フレーム４，５の置忘れや紛失を防止できる。
また、電気ギター１の演奏時にフレーム４，５が不意に脱落することも防止できるため、
電気ギター１を容易に取り扱うことが可能となる。
【００３８】
　さらに、第一フレーム４が楽器本体２の側面２ｃ，２ｄから背面２ｂ側に回り込むよう
に楽器本体２に連結されているため、第一フレーム４が楽器本体２の正面２ａ側に張られ
た弦３に干渉することを防止できる。すなわち、第一フレーム４が弦３に触れることで、
弦３の音高が不意に変化したり、弦３にダメージを与えることを防止できる。また、電気
ギター１を折りたたんだ状態で弦３の調律を行うことも可能となる。
【００３９】
　また、本実施形態の電気ギター１では、第一フレーム４が固定機構によって展開位置４
Ａに固定されるため、演奏者が電気ギター１を演奏する際に、第一フレーム４が演奏者の
身体の一部分（腕や足、胸部、腹部など）に当っても、第一フレーム４は楽器本体２に対
して回転移動しない。したがって、演奏者は安定した状態で電気ギター１を演奏すること
ができる。
　さらに、第一フレーム４は固定機構によって折りたたみ位置４Ｂにも固定されるため、
電気ギター１を折りたたんだ状態で容易に持ち運ぶことができる。
【００４０】
　また、本実施形態では、上記固定機構が、第一フレーム４の連結端部２３を楽器本体２
の長手方向から挟み込む狭持部材３５によって構成されるため、第一フレーム４を展開位
置４Ａや折りたたみ位置４Ｂまで移動させるだけで、楽器本体２と第一フレーム４との間
に指を挟むことなく、第一フレーム４を安全かつ簡単に楽器本体２に固定することができ
る。さらに、この固定状態から第一フレーム４を回転移動させるためには、一対の狭持部
３７，３７の狭持力よりも大きな力を第一フレーム４に作用させるだけでよい。したがっ
て、短時間で演奏の準備や片づけを行うことが可能となる。
　さらに、本実施形態では、連結用ねじ３３が第一フレーム４用の回転軸３２及び電気ギ
ター１のエンドピンを兼用しているため、電気ギター１の構成部品点数の削減を図ること
もできる。
【００４１】
　さらに、演奏者が椅子等に座った状態で本実施形態の電気ギター１を演奏する場合には
、楽器本体２に固定された第二フレーム５が楽器本体２の下側に配されて、演奏者の足部
（太腿）上に載せられる。このため、楽器本体２が第二フレーム５を介して演奏者の足部
上に安定して配されることになる。したがって、本実施形態の電気ギター１によれば、例
え第一フレーム４が楽器本体２に対して不意に回転移動したとしても、演奏を継続するこ
とができる。
【００４２】
　なお、上記第一実施形態において、電気ギター１の安定した演奏のみを考慮する場合、
固定機構は、少なくとも第一フレーム４を展開位置４Ａに固定するように構成されればよ
い。具体的には、固定機構を構成する狭持部材３５が、収容溝３１の底部３１ａのうち回
転軸３２と胴部１１の第一側面２ｃとの間にのみ設けられていればよい。
　また、連結端部２３を狭持する一対の狭持部３７，３７は、弾性変形可能な板材によっ
て一体に形成されることに限らず、例えば別個に形成されてもよい。この場合、一対の狭
持部３７，３７は、互いに対向するように収容溝３１の各内側面３１ｂ，３１ｃに設けら
れればよい。また、この場合には、一対の狭持部３７，３７を配置する自由度が高くなり
、例えば、一対の狭持部３７，３７によって折りたたみ位置４Ｂや展開位置４Ａを除く所
定の回転位置（例えば９０度の位置）において第一フレーム４を固定することも可能とな
る。
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【００４３】
　〔第二実施形態〕
　次に、図８～１０を参照して本発明の第二実施形態について説明する。
　この実施形態では、第一実施形態の電気ギター１と比較して、固定機構の構成のみが異
なっており、その他の構成については第一実施形態と同様である。本実施形態では、第一
実施形態と同一の構成要素について同一符号を付す等して、その説明を省略する。
【００４４】
　図８，９に示すように、本実施形態の電気ギターに備える固定機構は、楽器本体２の胴
部１１に形成されて第一フレーム４の連結端部２３を挿入可能な係止溝４１と、回転軸３
２に取り付けられたコイルばね（付勢手段）４２とを有している。
　係止溝４１は、収容溝３１の内側面（表面）から胴部１１の長手方向に窪むと共に、回
転軸３２の径方向に延在して形成されている。
【００４５】
　本実施形態の係止溝４１は、収容溝３１の二つの内側面３１ｂ，３１ｃのうち胴部１１
の後端部２２側（後端面２ｅに近い側）の内側面３１ｂに形成されている。また、本実施
形態の係止溝４１は、主に回転軸３２から胴部１１の第一側面２ｃに至るまで胴部１１の
幅方向に沿って延在し、第一側面２ｃから外部に開口しているが、胴部１１の背面２ｂに
は開口しない。また、本実施形態における係止溝４１の延在方向の寸法は、展開位置４Ａ
に配された第一フレーム４の連結端部２３のうち、収容される部分の寸法と等しいあるい
は若干大きく設定されている。これにより、第一フレーム４の連結端部２３は、第一フレ
ーム４が展開位置４Ａに配された状態でのみ、係止溝４１に挿入可能となっている。
　なお、図示例における収容溝３１の内側面３１ｂから窪む係止溝４１の深さ寸法は、連
結端部２３の一部のみが係止溝４１内に挿入されるように設定されているが、例えば連結
端部２３全体が係止溝４１内に挿入されるように設定されてもよい。
【００４６】
　コイルばね４２は、収容溝３１内に配された連結端部２３を係止溝４１に向けて胴部１
１の長手方向に付勢するように配されている。以下、コイルばね４２の配置について具体
的に説明する。
　係止溝４１を形成した内側面３１ｂに相対する他方の内側面３１ｃには、回転軸３２と
同心で回転軸３２よりも径寸法の大きい収容孔４３が形成されている。コイルばね４２は
、回転軸３２に挿通された状態で収容孔４３に挿入されている。また、コイルばね４２は
、連結端部２３よりも胴部１１の前端部２１側に配され、これによって、連結端部２３を
胴部１１の後端部２２側に付勢している。
【００４７】
　なお、図示例では、胴部１１の後端部２２に係止溝４１及びコイルばね４２を設けた構
成が記載されているが、例えば胴部１１の前端部２１にも同様の係止溝４１及びコイルば
ね４２が設けられていてよい。また、コイルばね４２は、胴部１１の前端部２１及び後端
部２２のいずれか一方のみに設けられていてもよい。
【００４８】
　以上のように構成される本実施形態の固定機構の作用について説明する。
　第一フレーム４が、例えば図１０に示すように、展開位置４Ａ以外の回転位置に配され
ている状態では、連結端部２３がコイルばね４２の付勢力によって一方の内側面３１ｂに
押し付けられる。そして、第一フレーム４が上述した位置から展開位置４Ａまで回転移動
すると、図８，９に示すように、連結端部２３がコイルばね４２の付勢力によって係止溝
４１に挿入される。この挿入状態では、連結端部２３及び係止溝４１の延在方向が一致し
ているため、連結端部２３の回転移動が規制され、第一フレーム４が楽器本体２に固定さ
れる。
【００４９】
　すなわち、第二実施形態に係る電気ギターによれば、第一フレーム４を展開位置４Ａま
で回転移動させるだけで、楽器本体２と第一フレーム４との間に指を挟むことなく、第一
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フレーム４を安全かつ簡単に楽器本体２に固定することができる。また、この固定状態か
ら第一フレーム４を回転移動させるためには、コイルばね４２の付勢力に抗って連結端部
２３を係止溝４１から抜き出せばよい。したがって、短時間で演奏の準備や片づけを行う
ことが可能となる。
　また、第二実施形態に係る電気ギターによれば、前述した第一実施形態と同様の効果も
奏する。
【００５０】
　なお、上記第二実施形態では、第一フレーム４が展開位置４Ａに配された状態でのみ楽
器本体２に固定されるが、これに加えて、例えば折りたたみ位置４Ｂ等の所定の回転位置
で固定してもよい。例えば、第一フレーム４を展開位置４Ａ及び折りたたみ位置４Ｂの両
方で固定するためには、係止溝４１が第一側面２ｃ及び第二側面２ｄの両方に開口するよ
うに胴部１１の幅方向に沿って延在していればよい。
　また、コイルばね４２は常に連結端部２３を付勢するように配されているが、少なくと
も連結端部２３を係止溝４１に挿入可能な位置において付勢するように配されていればよ
い。さらに、連結端部２３を付勢する付勢手段は、コイルばね４２に限らず、例えば板バ
ネやゴム等であってもよい。
　さらに、上記第二実施形態の固定機構は、第一実施形態の固定機構と組み合わせてもよ
い。例えば第一フレーム４を展開位置４Ａに固定するように係止溝４１及びコイルばね４
２を設けると共に、第一フレーム４を折りたたみ位置４Ｂに固定するように狭持部材３５
を設けてもよい。
【００５１】
　〔第三実施形態〕
　次に、図１１を参照して本発明の第三実施形態について説明する。
　この実施形態では、第一、第二実施形態の電気ギター１と比較して、固定機構の構成の
みが異なっており、その他の構成については第一実施形態と同様である。本実施形態では
、第一、第二実施形態と同一の構成要素について同一符号を付す等して、その説明を省略
する。
【００５２】
　図１１に示すように、本実施形態の電気ギターに備える固定機構は、第一フレーム４の
連結端部２３を楽器本体２に押し付けて固定する押付用ねじ５１を有している。
　押付用ねじ５１は、胴部１１の後端面２ｅから胴部１１の長手方向にねじ込まれるもの
であり、雄ねじ部５１Ａと、雄ねじ部５１Ａの軸方向一端に設けられたストラップ保持部
５１Ｂと、軸方向他端に設けられた挿通部５１Ｃとを備えている。なお、ストラップ保持
部５１Ｂは、第一、第二実施形態の連結用ねじ３３のストラップ保持部３３Ｂと同様のも
のである。
　また、挿通部５１Ｃは、第一、第二実施形態の連結用ねじ３３の雄ねじ部３３Ａと同様
に、第一フレーム４の連結端部２３に挿通されるものであり、本実施形態における回転軸
をなしている。すなわち、本実施形態では、押付用ねじ５１によって、第一フレーム４が
楽器本体２に対して回転自在に連結されている。
【００５３】
　一方、雄ねじ部５１Ａは、その径寸法が挿通部５１Ｃよりも大きく、連結端部２３に挿
通されない。本実施形態では、雄ねじ部５１Ａが、一方の内側面３１ｂから収容溝３１内
に突出するように配されている。このため、押付用ねじ５１が胴部１１の後端部２２から
前端部２１に向けて進行するように回転すると、連結端部２３が雄ねじ部５１Ａによって
他方の内側面３１ｃに押し付けられることになる。すなわち、雄ねじ部５１Ａは、連結端
部２３を楽器本体２に押し付ける押付部となっている。
　なお、図示例では、胴部１１の後端部２２に押付用ねじ５１を設けた構成が記載されて
いるが、例えば胴部１１の前端部２１にも同様の押付用ねじ５１が設けられていてよい。
この場合、押付用ねじ５１は胴部１１の前端面（不図示）から胴部１１の長手方向にねじ
込まれればよい。
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【００５４】
　以上説明したように、第三実施形態に係る電気ギターによれば、前述した第一実施形態
と同様の効果を奏する。
　さらに、本実施形態のギターでは、押付用ねじ５１により第一フレーム４の連結端部２
３を楽器本体２に押し付けるだけで、第一フレーム４を簡単に任意の回転位置（展開位置
４Ａ・折りたたみ位置４Ｂを含む）に固定することが可能である。そして、演奏者の身体
に当る第一フレーム４を任意の回転位置で固定できれば、演奏者は所望する様々な姿勢で
電気ギターを演奏することが可能となる。すなわち、電気ギターによる演奏の自由度向上
を図ることができる。
【００５５】
　また、押付用ねじ５１は、第一フレーム４を楽器本体２に連結する機能も有するため、
電気ギターの構成部品点数を削減して、その製造コストを低く抑えることも可能である。
　なお、上記第三実施形態の固定機構は、第一、第二実施形態の固定機構と適宜組み合わ
せることが可能である。この場合、第一、第二実施形態の構成において、連結用ねじ３３
の代わりに本実施形態の押付用ねじ５１を用いればよい。
【００５６】
　以上、三つの実施形態により本発明について詳細に説明したが、本発明はこれら実施形
態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加え
ることが可能である。
　例えば、第一フレーム４を楽器本体２に固定する固定機構は、磁力を利用したものであ
ってもよく、例えば、楽器本体２に設けられて、連結端部２３を磁力によって吸着固定す
る磁力吸着部を備えていてもよい。この磁力吸着部が磁石である場合には、連結端部２３
に鉄等の磁性体あるいは磁石を固定したり、連結端部２３あるいは第一フレーム４自体を
鉄等の磁性体によって形成すればよい。また、連結端部２３に磁石を固定した場合、磁力
吸着部は鉄等の磁性体であってもよい。
【００５７】
　そして、磁力吸着部により第一フレーム４を展開位置４Ａや折りたたみ位置４Ｂに固定
する場合には、例えば第一実施形態の狭持部材３５と同様に、磁力吸着部を収容溝３１の
底部３１ａに設置してもよいし、例えば収容溝３１の内側面３１ｂ，３１ｃに設置しても
よい。なお、磁力吸着部を収容溝３１の内側面３１ｂ，３１ｃに設置すれば、第一フレー
ム４を展開位置４Ａや折りたたみ位置４Ｂを除く所定の回転位置に第一フレーム４を固定
することもできる。
　なお、この固定機構は、上述した三つの実施形態の固定機構と適宜組み合わせ可能であ
る。
【００５８】
　上記のように固定機構が磁力を利用した構成であっても、第一、第二実施形態の固定機
構と同様の効果を奏する。すなわち、磁力吸着部が配された位置まで第一フレーム４を回
転移動させるだけで、連結端部２３が磁力によって磁力吸着部に吸着されるため、楽器本
体２と第一フレーム４との間に指を挟むことなく、第一フレーム４を安全かつ簡単に楽器
本体２に固定することができる。また、この固定状態から第一フレーム４を回転移動させ
るためには、磁力吸着部と連結端部２３との間に作用する磁力よりも大きな力を第一フレ
ーム４の回転方向に作用させればよい。したがって、短時間で演奏準備や片付けを行うこ
とが可能となる。
【００５９】
　また、第一フレーム４を楽器本体２に連結する回転軸は、前述した全ての実施形態のよ
うに、ストラップを係止するエンドピンと一体に形成されることに限らず、例えばエンド
ピンと別個の連結用ねじや押付用ねじ等によって構成されてもよい。
　さらに、第一フレーム４の連結端部２３は、胴部１１の収容溝３１内に収容されること
に限らず、例えば、胴部１１の前端面や後端面２ｅに配されてもよい。
【００６０】
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　また、全ての実施形態では、第一フレーム４のみが可動フレームとなっているが、例え
ば第一フレーム４及び第二フレーム５の両方が可動フレームとなっていてもよい。この場
合、第二フレーム５の回転軸は、例えば第一フレーム４の回転軸と共通していてもよいが
、例えば第一フレーム４の回転軸と別個に設けられて、第一フレーム４の回転軸からずら
した位置に配されてもよい。
　また、一対のフレーム４，５の折りたたみ位置４Ｂは、楽器本体２の第一側面２ｃから
背面２ｂに回りこんで第二側面２ｄに至る任意の回転位置であってよく、例えば背面２ｂ
側であってもよい。すなわち、各フレーム４，５の回転角度範囲は、二つのフレーム４，
５の回転角度範囲を足し合わせたものが１８０度となるように設定されていればよく、例
えば９０度ずつに設定されてもよい。
【００６１】
　そして、本発明の電気弦楽器は、上記実施形態のような電気ギター１に限らず、少なく
とも複数の弦３が張られる楽器本体２と、楽器本体２の両側面２ｃ，２ｄに配される一対
のフレーム４，５とを備える電気弦楽器に適用することが可能であり、例えば電気バイオ
リン等の他の種類の電気弦楽器にも適用できる。
【符号の説明】
【００６２】
１…電気ギター（電気弦楽器）、２…楽器本体、２ａ…正面、２ｂ…背面、２ｃ…第一側
面、２ｄ…第二側面、３…弦、４…第一フレーム（可動フレーム）、４Ａ…展開位置、４
Ｂ…折りたたみ位置、５…第二フレーム、２３…連結端部、３１…収容溝、３１ａ…底部
、３１ｂ，３１ｃ…内側面、３２…回転軸、３３…連結用ねじ、３５…狭持部材、３７…
狭持部、４１…係止溝、４２…コイルばね（付勢手段）、５１…押付用ねじ、５１Ａ…雄
ねじ部（押付部）、５１Ｃ…挿通部（回転軸）
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