
JP 2011-515709 A 2011.5.19

10

(57)【要約】
　弦楽器のネック上に固定するためのカポタストであっ
て、弦係合領域が配置される第１アームと、ネック後側
用の係合領域が配置される第２アームと、滑り軸受、こ
こで、該滑り軸受により前記第１アームが前記第２アー
ム上で変位するように保持されると共に、該滑り軸受は
、開放方向が変位方向に対して直交する少なくとも１つ
のスロット又は少なくとも１つの溝により形成される変
位案内部を有する、と、前記第１アーム上に形成される
少なくとも１つの第１接触面と、前記第２アーム上に形
成される少なくとも１つの第２接触面と、を含み、前記
弦係合領域と前記ネック後側係合領域との間隔を増加さ
せる前記第１アーム及び前記第２アームの離間可動が、
前記少なくとも１つの第１接触面と前記少なくとも１つ
の第２接触面との接触によりロック可能であり、前記開
放方向が、前記第１接触面に対して少なくともほぼ平行
に且つ前記第２接触面に対して少なくともほぼ平行に配
向される、カポタスト。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弦楽器のネック（１４）上に固定するためのカポタストであって、
　弦係合領域（２２）が配置される第１アーム（１８）と、
　ネック後側（２４）用の係合領域（２６）が配置される第２アーム（２０）と、
　滑り軸受（２８；３０）、ここで、該滑り軸受により前記第１アーム（１８）が前記第
２アーム（２０）上で変位するように保持されると共に、該滑り軸受は、開放方向（５１
）が変位方向（６４）に対して直交する少なくとも１つのスロット（４８）又は少なくと
も１つの溝により形成される変位案内部（３８）を有する、と、
　前記第１アーム（１８）上に形成される少なくとも１つの第１接触面（１０４）と、
　前記第２アーム（２０）上に形成される少なくとも１つの第２接触面（４６）と、
を含み、
　前記弦係合領域（２２）と前記ネック後側係合領域（２６）との間隔を増加させる前記
第１アーム（１８）及び前記第２アーム（２０）の離間可動が、前記少なくとも１つの第
１接触面（１０４）と前記少なくとも１つの第２接触面（４６）との接触によりロック可
能であり、
　前記開放方向が、前記第１接触面（１０４）に対して少なくともほぼ平行に且つ前記第
２接触面（４６）に対して少なくともほぼ平行に配向される、
カポタスト。
【請求項２】
　請求項１に記載のカポタストであって、前記少なくとも１つの第１接触面（１０４）及
び前記少なくとも１つの第２接触面（４６）が、接触することで、前記カポタスト（１６
）が前記ネック（１４）上で緊締される時に前記離間可動がロックされるように構成され
ることを特徴とするカポタスト。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のカポタストであって、前記少なくとも１つの第１接触面（１０
４）及び前記少なくとも１つの第２接触面（４６）が、前記第１アーム（１８）及び前記
第２アーム（２０）の離間可動とは反対の方向における互いへと向かう接近可動が可能と
なるように構成されることを特徴とするカポタスト。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記変位案内部（３８）が
線形の案内部であることを特徴とするカポタスト。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記少なくとも１つの第２
接触面（４６）が、前記変位案内部（３８）に対して少なくともほぼ平行であることを特
徴とするカポタスト。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記第１アーム（１８）が
、前記変位案内部（３８）上で少なくとも１つのピン要素（６２）によって案内されるこ
とを特徴とするカポタスト。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記滑り軸受（２８）がピ
ボット‐滑り軸受（３０）として構成され、前記第１アーム（１８）が前記第２アーム（
２０）に対して枢動可能であることを特徴とするカポタスト。
【請求項８】
　請求項７に記載のカポタストであって、ピボット軸（６８）が、前記変位方向（６４）
に対して垂直に配向されることを特徴とするカポタスト。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載のカポタストであって、前記ピボット‐滑り軸受（３０）が、変
位案内部（３８）内で変位するように案内され且つ前記変位案内部（３８）内で回転可能
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である軸（６６）を有することを特徴とするカポタスト。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記カポタストが前記ネッ
ク（１４）上で調整される時、前記変位案内部（３８）が前記弦（１０）に対して少なく
ともほぼ垂直に配向されることを特徴とするカポタスト。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記弦係合領域（２２）
が着座する枢動可能な揺動子（９０）が前記第１アーム（１４）上に配置されることを特
徴とするカポタスト。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のカポタストであって、前記揺動子（９０）のピボット軸（１００）
が、前記第１アーム（１８）が前記第２アーム（２０）上で枢動運動及び変位するように
装着されるピボット‐滑り軸受（３０）のピボット軸（６８）に対して平行であることを
特徴とするカポタスト。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記弦係合領域（２２）
が弾性材料により形成されることを特徴とするカポタスト。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のカポタストであって、前記弦係合領域（２２）が弾性パッド（１０
６）により形成されることを特徴とするカポタスト。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のカポタストであって、前記弾性パッド（１０６）が、前記弦の延伸
方向に対して直交する方向に変化する係合面（１０８）を有し、従って、直径がより大き
な弦（１０）に対する前記係合面（１０８）が、直径がより小さな弦（１０）に対する係
合面よりも小さいことを特徴とするカポタスト。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のカポタストであって、前記弾性パッド（１０６）が三角形の自由空
間（１１２）を有することを特徴とするカポタスト。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記ネック後側（２４）
用の前記係合領域（２６）が弾性パッド（５４）により形成されることを特徴とするカポ
タスト。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記第１アーム（１８）
が、上方に延びる側縁（９２ａ、９２ｂ）を備えたチャネル状の領域を有し、該領域に前
記弦係合領域（２２）が配置されることを特徴とするカポタスト。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のカポタストであって、前記上方に延びる側縁（９２ａ、９２ｂ）上
に、揺動子（９０）が枢動可能に固定されることを特徴とするカポタスト。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記弦係合領域（２２）
が、前記第１アーム（１８）の前端（８８）を越えて延びることを特徴とするカポタスト
。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載のカポタストであって、ばね機構（７０）が、前
記第１アーム（１８）と前記第２アーム（２０）との間に、前記第１アーム（１８）を前
記第２アーム（２０）から離れる方向に押す及び／又は枢動させる力を及ぼすために配置
されることを特徴とするカポタスト。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のカポタストであって、前記ばね機構（７０）が、前記第１アーム（
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１８）及び前記第２アーム（２０）上で支持されることを特徴とするカポタスト。
【請求項２３】
　請求項２１又は２２に記載のカポタストであって、前記ばね機構（７０）が、前記第２
アーム（２０）に対して変位可能であり且つ前記第２アーム（２０）上で支持されるばね
領域（８０）を有することを特徴とするカポタスト。
【請求項２４】
　請求項２１～２３のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記ばね機構（７０）
の１つ以上の巻回（７４）が、ピボット‐滑り軸受（３０）の軸（６６）の周りに配置さ
れることを特徴とするカポタスト。
【請求項２５】
　請求項１～２４のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記少なくとも１つの第
１接触面（１０４）が、前記第１アーム（１８）の外側輪郭領域により形成され、該外側
輪郭領域が前記第２アーム（２０）に面することを特徴とするカポタスト。
【請求項２６】
　請求項１～２５のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記少なくとも１つの第
２接触面（４６）が前記第２アーム（２０）の外側輪郭領域（４４）により形成され、該
外側輪郭領域が前記第１アーム（１８）に面することを特徴とするカポタスト。
【請求項２７】
　請求項１～２６のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記少なくとも１つの第
１接触面（１０４）が前記第１アーム（１８）上で一体に形成されることを特徴とするカ
ポタスト。
【請求項２８】
　請求項１～２７のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記少なくとも１つの第
２接触面（４６）が前記第２アーム（２０）上で一体に形成されることを特徴とするカポ
タスト。
【請求項２９】
　請求項１～２８のいずれか１項に記載のカポタストであって、一方の前記アーム（１８
）が、他方の前記アーム（２０）との結合領域（５６）にてフォーク状に構成され、対向
するフォーク要素（５８ａ、５８ｂ）が前記他方のアーム（２０）の上で係合することを
特徴とするカポタスト。
【請求項３０】
　請求項２９に記載のカポタストであって、前記他方のアーム（２０）用の少なくとも１
つの接触面（１０４）が、前記フォーク要素（５８ａ、５８ｂ）の間の中間領域に形成さ
れることを特徴とするカポタスト。
【請求項３１】
　請求項２１～３０のいずれか１項に記載のカポタストであって、前記少なくとも１つの
ばね機構（７０）が、前記ネック後側係合領域（２６）の方向に前記第１アーム（１８）
に圧力を及ぼすことにより前記ネック（１４）上の固定位置が解放可能となるように配置
及び構成されることを特徴とするカポタスト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弦楽器のネック上に固定するためのカポタストであって、弦係合領域が配置
される第１アームと、ネック後側用の係合領域が配置される第２アームとを含むカポタス
トに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カポタストは、弦楽器の弦の振動長さを短縮するのに使用される。カポタストは、弦楽
器のネックの周りで２つのフレット間において緊締され、弦をフレットに押し付ける。そ
の場合、演奏の観点からは、弦楽器のブリッジと、ブリッジに最も近いところにあるフレ
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ットとの間の弦長部分が使用可能に留まる。
【０００３】
　DE 10 2006 059 821 B3からカポタストが公知であり、ここでカポタストは、弦接触装
置と、弦接触装置をネック上に固定するための緊張バンドと、弦接触装置上に緊張バンド
を固定するための固定装置とを含む。弦接触装置上には、カポタストを弦楽器のネック上
にそれによって引っ掛けることのできる少なくとも１つのクリップが配置される。
【０００４】
　EP 1 143 408 B1からカポタストが公知であり、ここでカポタストは、弦係合アームと
、緊締アームと、緊締アーム及び弦係合アームをこれらのアームに沿った位置で枢動可能
に相互接続する枢動接続部とを含む。枢動接続部は、枢動接続部を選択的にロックし、緊
締アーム及び弦係合アームの、開放方向への運動に対する相対的な枢動運動を選択的にロ
ックすると同時に、閉鎖方向への相対的な枢動運動を許容する、解放可能なロック機構を
含む。
【０００５】
　US 4,793,234からカポタストが公知であり、ここでカポタストは、弦楽器の弦の上方で
ネックを直交方向に横切って延びるようになっている剛体のアームを含む。このアーム上
に弦係合部が配置される。アームには、ばね様のＣ字形部分が接続している。この部分に
よって緊締力を加えることができる。
【０００６】
　US 2,604,805からカポタストが公知であり、ここでカポタストは、蝶ナットが螺装され
たボルトにより接続している２つのＬ字形部分を含む。
【０００７】
　GB 2 141 860 Aからは、Ｕ字形のフレームを備えたカポタストが公知である。
【０００８】
　US 6,573,440 B1からは、更なるカポタストが公知である。
【０００９】
　DE 358 280からは、弦まで押し下げるためのばねを備えた、リュート及び同様の楽器用
のカポタストが公知である。把持部を備えた２つの半円の脚部が設けられており、脚部は
渦巻ばね内に在るので、共に押圧されると、脚部は、脚部に接続している橋絡部を弦から
持ち上げる。ロールが設けられており、ロールは、楽器のネック上で摺動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】DE 10 2006 059 821 B3
【特許文献２】EP 1 143 408 B1
【特許文献３】US 4,793,234
【特許文献４】US 2,604,805
【特許文献５】GB 2 141 860 A
【特許文献６】US 6,573,440 B1
【特許文献７】DE 358 280
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の基礎を成す目的は、冒頭で言及された種類のカポタストであって、弦楽器の前
記ネックに容易に固定され、有利な特徴を有するカポタストを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的は、本発明によれば、冒頭で述べた前記カポタストにおいて、滑り軸受が設け
られ、該滑り軸受により前記第１アームが前記第２アーム上で変位するように保持される
と共に、該滑り軸受が、開放方向が変位方向に対して直交する少なくとも１つのスロット
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又は少なくとも１つの溝により形成される変位案内部を有し、前記第１アーム上に形成さ
れる少なくとも１つの第１接触面と、前記第２アーム上に形成される少なくとも１つの第
２接触面とが設けられ、前記弦係合領域と前記ネック後側係合領域との間隔を増加させる
前記第１アーム及び前記第２アームの互いへと向かう接近可動が、前記少なくとも１つの
第１接触面と前記少なくとも１つの第２接触面との接触によりロック可能であり、前記開
放方向が、前記第１接触面に対して少なくともほぼ平行に且つ前記第２接触面に対して少
なくともほぼ平行に配向される、という点で達成される。
【００１３】
　本発明による前記カポタストは、必要となる部品の数を最小にして容易に製造すること
ができる。
【００１４】
　前記カポタストは片手による操作が可能である。前記固定の調整及び解放が片手で可能
である。
【００１５】
　前記接触面は、前記ネックにより前記アームに押圧力が及ぼされる時、即ち前記弦楽器
の前記ネックに固定又は予固定が行われた時にのみ有効となるように構成される。これに
よって、緊締圧の調節が可能となる。弦への緊締圧が過度に大きいと、前記弦は音が外れ
ることがある。緊締圧が過度に低いと、前記弦にビビリが生じることがある。本発明によ
る解決法により、設定を最適化することが可能である。
【００１６】
　前記滑り軸受は、前記第２アーム上に配置される変位案内部を有する。このような変位
案内部は、簡単な方法で構成することができる。前記変位案内部は、少なくとも１つのス
ロット又は少なくとも１つの溝によりアーム（例えば前記第２アーム等）上に形成される
。他方のアーム（例えば前記第１アーム）又は他方のアーム上に固定される要素を、前記
少なくとも１つのスロット内又は前記少なくとも１つの溝内に案内することができる。
【００１７】
　前記少なくとも１つのスロット又は前記少なくとも１つの溝の前記開放方向が前記第１
接触面及び前記第２接触面に対して平行である場合、前記ネック上で前記カポタストが緊
締されると、簡単な構造的設計により、前記固定用に他の如何なる助け（ねじ又は同等の
もの等）を必要とすることなく、前記離間可動を簡単な方法でロックすることができる。
このことにより、片手による操作性が、簡単な方法で可能となる。これによって、必要と
なる部品の数は最小になる。また、互いへ向かう接近可動が可能となるので、前記押圧力
の設定が簡単な方法で可能である。
【００１８】
　前記開放方向は、前記変位方向に対して直交する方向である。この開放方向は外部空間
に面しており、前記他方のアームの（少なくとも）１つのピン要素が前記少なくとも１つ
のスロット又は溝に挿入される挿入方向である。前記開放方向は、前記弦に対して少なく
ともほぼ平行である。更に、この開放方向は、対応する前記アームの側面に対して直交方
向に配向される。
【００１９】
　前記開放方向は、前記少なくとも１つのスロット又は前記少なくとも１つの溝の少なく
とも一方の側が、前記少なくとも１つのスロット又は前記少なくとも１つの溝が形成され
るアームの材料により限られていない方向である。
【００２０】
　前記第１接触面及び前記第２接触面の各接触位置、特に前記第１アームの前記第２アー
ムに関する各位置では、前記第１接触面及び前記第２接触面に対して前記開放方向が少な
くともほぼ平行状態であることが存在する。
【００２１】
　第１アーム及び第２アームが互いに対して純粋に枢動可能に移動可能である先行技術か
ら公知のカポタストでは、いったん前記固定が開始されると、弦係合領域がもはや最適に
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位置合わせ可能ではないという基本的な問題が生じる。ピボット軸受のため、最終的な緊
締位置に到達するまでアームが円運動を実行する。本発明による解決法では、前記滑り軸
受が前記第１アームの直線運動を可能にし、第１アームは、前記楽器の前記弦に対して直
交方向で位置合わせされ、特に少なくともほぼ垂直に位置合わせされる。これによって、
全ての前記弦への均一な圧力分配を達成することができ、前記カポタストの不正確な調整
による如何なる誤差も容易に修正することができる。
【００２２】
　本発明による解決法では、前記第１アーム又は前記第２アームは、いずれも、一体構成
であってもよく、多部分からなる構成であってもよい。
【００２３】
　前記少なくとも１つの第１接触面及び前記少なくとも１つの第２接触面が、接触するこ
とで、前記カポタストが前記ネック上で緊締される時に前記離間可動がロックされるよう
に構成されるのが好都合である。その際、前記第１アーム及び前記第２アームの前記離間
可動をロックする押圧力が作用する。もっとも、緊締力を増加すべき場合、使用者は、依
然として前記第１アームを前記第２アームへ向けて移動させることができる。
【００２４】
　その場合、前記少なくとも１つの第１接触面及び前記少なくとも１つの第２接触面が、
前記第１アーム及び前記第２アームの離間可動とは反対の方向における該第１アーム及び
該第２アームの互いへと向かう接近可動が可能となるように構成されるのが好都合である
。これによって、緊締力を設定することができる。
【００２５】
　特に、前記変位案内部は線形の案内部である。前記第１アームが前記第２アーム上で線
形に変位可能であれば十分である。
【００２６】
　前記少なくとも１つの第２接触面が、前記変位案内部に対して少なくともほぼ平行であ
るのが好都合であることがわかった。これによって、固定位置を簡単な方法で確保するこ
とができる。
【００２７】
　構造的に簡単な実施形態において、前記第１アームは、前記変位案内部上で少なくとも
１つのピン要素によって保持される。前記変位案内部内に挿入される前記少なくとも１つ
のピン要素によって、前記第１アームを前記第２アーム上で簡単な方法で変位可能とする
ことができる。前記少なくとも１つのピン要素は、前記第１アームとは別個の要素であり
、前記第１アーム上に固定することができる。このピン要素は、前記アーム上で一体に形
成することもでき、例えばペグとして構成することもできる。
【００２８】
　前記少なくとも１つのピン要素の長手延伸方向は、前記少なくとも１つのスロット又は
前記少なくとも１つの溝の前記開放方向に対して平行である。その際、この長手延伸方向
は、前記第１接触面及び前記第２接触面に対して平行である。
【００２９】
　有利な実施形態において、前記滑り軸受はピボット‐滑り軸受として構成され、前記第
１アームは前記第２アームに対して枢動可能である。これによって、前記弦楽器の前記ネ
ック上での前記カポタストの調整、及び前記ネックからの前記カポタストの解放が促進さ
れる。前記ネック上での調整は、前記第１アーム及び前記第２アームの枢動により促進さ
れ、特に、片手による調整が促進される。前記解放も促進される。
【００３０】
　特に、前記ピボット‐滑り軸受のピボット軸は、前記変位案内部に対して垂直である。
従って、前記ピボット‐滑り軸受は簡単な方法で構成することができる。前記第１アーム
用の変位案内部として前記第２アーム上で作用するピン要素は、前記ピボット軸受用の軸
としても作用することができる。好ましくは、前記ピボット軸は、前記開放方向に対して
平行であり、それ故、前記第１接触面及び前記第２接触面に対しても平行である。
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【００３１】
　好都合なことに、前記ピボット‐滑り軸受は、変位案内部内で変位するように案内され
且つ前記変位案内部内で回転可能である軸を有する。従って、対応する前記カポタストは
、費用を最小にして製造することができる。
【００３２】
　前記カポタストが前記ネック上で調整される時、前記変位案内部が前記弦に対して少な
くともほぼ垂直に配向されることは正に特に有利である。これによって、前記弦への均一
な圧力分配を達成することができる。緊締中、前記第１アームの前記弦係合領域が前記弦
上へ線形かつ少なくともほぼ垂直に移動可能である結果として、前記弦の全てが少なくと
もほぼ均一に圧力を受ける。
【００３３】
　前記弦係合領域が着座する枢動可能な揺動子が前記第１アーム上に配置されることは正
に特に有利である。この場合、前記ピボット軸受は特に、前記揺動子の中央に配置される
。前記弦係合領域の前記弦への緊締圧は、前記枢動可能な揺動子により均一に分配される
。これによって、前記弦への前記圧力分配のばらつきが防止される。ばらつきがあると、
幾つかの弦は音が外れ、圧力が過度に低い結果として他の弦にビビリが生じることがある
。それ故、前記使用者にとって、弦が聞き取れるほどに音が外れない限り圧力範囲又は緊
締範囲を大きくすることも利用可能である。更に、枢動可能な揺動子が設けられるため、
本発明によるカポタストは普遍的に使用可能である。もはや個々の楽器に緊締幅を個々に
適合させる如何なる必要性がない。緊締圧を均一に分配することにより、様々なフレット
長での使用が可能になる。
【００３４】
　先行技術から公知のカポタストでは、接触すると即座に固定が生じ、結果として弦係合
領域の最適な位置合わせがもはや不可能であるという基本的な問題が生じる。本発明によ
る解決法では、前記第１アームが前記第２アーム上で変位可能であるため、前記第１アー
ムは、前記弦に対して直交する方向に、特に少なくともほぼ垂直な方向に直線運動を遂行
することができる。本発明による前記カポタストが使用者により正に正確に調整されなく
ても、この誤差は前記枢動可能な揺動子により補償することができる。
【００３５】
　特に、前記揺動子のピボット軸は、前記第１アームが前記第２アーム上で保持されるピ
ボット‐滑り軸受のピボット軸に対して平行である。これによって、力を最適化して分配
することが簡単な方法で達成される。
【００３６】
　実施形態において、前記弦係合領域は弾性材料により形成される。これによって、力を
均一に分配することが簡単な方法で達成される。
【００３７】
　前記弦係合領域が弾性パッドにより形成されることは正に特に有利である。この弾性パ
ッドは、例えば一体構成物から作製される。これにより、弦楽器が湾曲したネックを有し
ていても、前記弦への均一な圧力分配を達成することができる。
【００３８】
　前記弾性パッドが、前記弦の延伸方向に対して直交する方向に変化する弦用の係合面を
有し、直径がより大きな弦に対する有効な前記係合面が、直径がより小さな弦に対する係
合面よりも小さいことは正に特に有利である。弦が前記弾性パッドに係合する前記有効係
合面は、前記弦と前記弾性パッドとの接触長さに前記弦の直径を掛けたものとなる。前記
弾性パッド上の接触長さが同じであれば、弦の直径が大きい方が、有効係合面も大きくな
ることになる。従って、前記弦が前記パッドに食い込む深さは少なくなってもよいであろ
う。前記弦に応じて前記係合面が相応に異なって形成され、これにより、前記係合面での
係合に関し、直径の異なる弦の接触長さが確実に異なるため、弦が異なっても前記有効係
合面は少なくともほぼ同一となることが確実となる。例えば、これによって、太い方の弦
（低ピッチの弦）が前記弾性パッドに食い込み得る深さが、細い方の弦よりも少なくなる
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ことが防止される。このことにより、前記弦楽器の演奏中に太い方の弦が偏位し得るリス
クが低減する。
【００３９】
　製造技術の観点から好都合である実施形態において、前記弾性パッドは三角形の自由空
間を有する。この三角形の自由空間は、１つの方向に寸法が増加する変化する弦係合面を
提供する。この方向は、前記弦の延伸方向に対して直交方向である。これによって、太い
方の弦と細い方の弦とに、少なくともほぼ同一の有効な弦係合面を設けることができる。
【００４０】
　前記ネック後側用の前記係合領域が弾性パッドにより形成されることは正に特に有利で
ある。これによって、前記ネックの後側に前記第２アームを設置することにより引き起こ
される損傷が回避される。従って、更に、前記カポタストを前記ネック上に簡単な方法で
固定することが可能となる。前記弾性パッドに圧力を及ぼすことにより前記弾性パッドは
圧縮され、このようにして、前記第１アームが前記第２アームに関して対応する変位位置
にある場合、前記少なくとも１つの第１接触面と前記少なくとも１つの第２接触面とを接
触させることにより、ロック位置を達成することができる。前記第１アームと前記第２ア
ームとの間の相対的な枢動可能性が可能となるように前記弾性パッドに更なる力を及ぼす
ことにより、前記ロック位置は簡単な方法で解放することができる。
【００４１】
　構造的に好都合な実施形態において、前記第１アームは、上方に延びる側縁を備えたチ
ャネル状の領域を有し、該領域に前記弦係合領域が配置される。従って、前記弦係合領域
は、前記第１アーム上に簡単な方法で固定することができ、特に枢動可能に固定すること
ができる。
【００４２】
　特に、前記上方に延びる側縁上に、揺動子が枢動可能に固定される。前記側縁にてピン
要素を固定することができ、ピン要素は例えば、前記揺動子用の外側軸を形成する。
【００４３】
　前記弦係合領域が、前記第１アームの前端を越えて延びること、即ち、前記第２アーム
に最も近いところにある前記弦係合領域の端部に関して、前記弦係合領域が前記第１アー
ムよりも大きい長さを有することが好都合であることがわかった。これによって、より均
一な緊締圧を前記弦に及ぼすことができることがわかった。
【００４４】
　ばね機構が、前記第１アームと前記第２アームとの間に、前記第１アームを前記第２ア
ームから離れる方向に押す及び／又は枢動させる力を及ぼすために配置されることは好都
合である。これによって、本発明によるカポタストは、前記ネック上に簡単な方法で固定
することができ、前記固定は簡単な方法で解放することができる。その際、前記固定中、
前記第１アーム及び前記第２アームは互いに対する最大開放幅を有するため、容易な調整
が可能である。解放するには、相応に力を加えることにより押し広げることができる。
【００４５】
　特に、前記ばね機構は、前記第１アーム上及び前記第２アーム上で支持されて、相応に
力を加えられるようにされる。
【００４６】
　前記ばね機構が、前記第２アームに対して変位可能であり且つ前記第２アーム上で支持
されるばね領域、特に自由端を有することは正に特に有利である。従って、ばね作用は、
前記第１アーム上で前記第２アームが変位可能であることの影響を受けない。他方で、前
記第２アーム上で前記第１アームが変位可能であることが確実にされる。
【００４７】
　コンパクトな設計において、前記ばね機構の１つ以上の巻回がピボット‐滑り軸受の軸
の周りに配置される。
【００４８】
　前記少なくとも１つの接触面が、前記第１アームの外側輪郭領域により形成され、該外
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側輪郭領域が前記第２アームに面することは好都合である。このことにより、構成がコン
パクトになる。その際、前記接触面は、前記外側輪郭を相応に形成することにより生成さ
れる。
【００４９】
　同じ理由で、前記少なくとも１つの第２接触面が前記第２アームの外側輪郭領域により
形成され、該外側輪郭領域が前記第１アームに面することは好都合である。
【００５０】
　製造技術の観点から、前記少なくとも１つの第１接触面が前記第１アーム上で一体に形
成されることは更に有利である。同じ理由で、前記少なくとも１つの第２接触面が前記第
２アーム上で一体に形成されることは好都合である。従って、前記それぞれのアーム上で
接触面を形成するために更なる部品を固定することは必要ではない。
【００５１】
　好都合なことに、一方の前記アームは、他方の前記アームとの結合領域にてフォーク状
に構成され、対向するフォーク要素が前記他方のアームの上で係合する。これによって、
前記他方のアームは、フォーク要素の間の中間領域に挿入することができる。これによっ
て、前記２つのアームは互いの上で簡単な方法で保持することができ、固定位置をロック
するための接触面も簡単な方法で実施することができる。
【００５２】
　特に、前記他方のアーム用の少なくとも１つの接触面が、前記フォーク要素の間の中間
領域に形成される。従って、本発明によるカポタストは、コンパクトなやり方で構成する
ことができ、容易に、特に片手で操作することもできる。
【００５３】
　前記少なくとも１つのばね機構が、前記ネック後側係合領域の方向に前記第１アームに
圧力を及ぼすことにより前記ネック上の固定位置が解放可能となるように配置及び構成さ
れることは好都合である。特に、この解放可能性は、前記第１アームの前端の近傍に圧力
を及ぼすことにより可能である。従って、カポタストは、片手による操作で簡単な方法で
解放することができる。
【００５４】
　本発明を詳細に説明するため、図面と合わせて、好適な実施形態を以下に記載する。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明によるカポタストの実施形態の、弦楽器のネックの区域との斜視図。
【図２】ネック上にカポタストが固定された、図１におけるのと同じ図。
【図３】隠れている要素を破線で描写した、図１によるカポタストの側面図。
【図４】図１による線４‐４に沿って切り取った断面図（開放されたカポタスト）。
【図５】図２による線５‐５に沿って切り取った断面図（固定されたカポタスト）。
【図６】本発明によるカポタストの、断面図における更なる実施形態。
【図７】図６によるカポタストの、線７‐７に沿って切り取った断面図。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　カポタストとは、ギター、マンドリン、又はバンジョー等の弦楽器の弦１０の振動長さ
を短縮するのに使用される装置である。カポタストは、弦楽器のネック１４上で２つのフ
レット１２ａ、１２ｂ（図１、図２）間に設置され、ネック１４の周りで緊締される。こ
れによって、弦１０はフレット１２ａ、１２ｂに押し付けられる。その際、演奏の観点か
ら使用可能な弦長部分は、弦楽器のブリッジと、ブリッジに最も近いところにある、２つ
のフレットのうちの１つとの間の長さ部分である。図２による実施形態において、そのフ
レットはフレット１２ｂである。
【００５７】
　例えば、対応する弦楽器を歌声に適合させるためにカポタストが使用される。カポタス
トによって弦を短縮すると弦楽器のピッチが高くなる。従って、もはや楽曲を適切な対象
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キーに移調する必要はない。その楽曲が聞こえているところのキーを変更する必要なく、
演奏することが技術的に容易な形態に楽曲を変換するのにもカポタストが使用される。
【００５８】
　図１～図５に示しそこで符号１６で表す本発明によるカポタストの実施形態は、第１ア
ーム１８（弦接触アーム）及び第２アーム２０（ネック後側接触アーム）を含む。第１ア
ーム１８は、弦１０上に設置されるように作用し、弦係合領域２２を含むか又はこれを保
持する。第２アーム２０は、ネック１４の後側２４上に設置されるように作用し、ネック
後側係合領域２６を含むか又はこれを保持する。
【００５９】
　第１アーム１８は、滑り軸受２８によって第２アーム２０上で変位するように保持され
る。図示し記載する実施形態において、滑り軸受はピボット‐滑り軸受３０として構成さ
れており、ピボット‐滑り軸受３０によって、第１アーム１８は第２アーム２０に対して
枢動可能でもある。
【００６０】
　アーム２０は、ピボット‐滑り軸受３０が配置される第１領域３２と、ネック後側係合
領域２６が配置される第２領域３４とを備えたＣ字形の形状をしている。
【００６１】
　第１領域３２に、直線方向３６に延びる変位案内部３８が配置される。カポタストが調
整される際、変位案内部３８は、弦１０に対して直交方向に、特に少なくともほぼ垂直に
配向される（図３を参照）。
【００６２】
　第２アーム２０は、少なくとも変位案内部３８の範囲では、一方の側が外方向に覆われ
た内部空間４０を有する（図４）。内部空間４０は、他方の側４２へ向けて開放している
。側４２では、第２アーム２０は、直線方向３６に対して少なくともほぼ平行な外側輪郭
４４を有する。以下でより詳細に説明するように、第１アーム１８用の第２接触面４６が
、この外側輪郭４４によって形成される。
【００６３】
　変位案内部３８は、両側にて内部空間４０と隣接している壁５０内で、互いに位置合わ
せして形成される連続するスロット４８により形成される。スロット４８は開放方向５１
を有する（図５及び図７）。スロット４８は開放方向では材料により限られていない。開
放方向５１は外部空間に面する。
【００６４】
　第２領域３４は、第１領域３２に対して角度を成して配置される。第２アーム２０は、
第１領域３２から第２領域３４までの推移部に、湾曲した外側輪郭を有する。第２アーム
２０の対向する側面５２ａ、５２ｂは、略平坦な形状であり、互いに対して平行である。
ネック後側係合領域２６は、例えば弾性パッド５４等の弾性の構造体により形成されてお
り、弾性パッド５４は、第２アーム２０の第２領域３４の前端に、又はその近傍に固定さ
れる。
【００６５】
　図示する実施形態において、弾性パッド５４は、そこに押圧力が及ぼされていないとき
、弦係合領域２２の方向に、先端が丸くされた三角形の断面形状を有する。
【００６６】
　第１アーム１８は、ほぼ大文字のＬの形状を有し、結合領域５６により第２アーム２０
に接続している。結合領域５６は、第１フォーク要素５８ａ及び第２フォーク要素５８ｂ
を備えたフォーク形の構成である（図４）。第１フォーク要素５８ａ及び第２フォーク要
素５８ｂは、それらの間に中間空間６０を備えて離間している。第２アーム２０は中間空
間６０内に延び、第１フォーク要素５８ａ及び第２フォーク要素５８ｂは、第２アーム２
０を側面５２ａ及び５２ｂにて取り巻いている。
【００６７】
　第１フォーク要素５８ａ及び第２フォーク要素５８ｂには、ピン要素６２が固定される
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。ピン要素６２は、第２アーム２０内でスロット４８を通過している。通過方向は、開放
方向５１に対して平行である。ピン要素６２は、変位案内部３８内で、方向／反対方向６
４に変位可能である。このようにして、第１アーム１８も第２アーム２０に対して変位可
能である。変位方向６４は、開放方向５１に対して直交方向であり、例えば垂直である。
ピン要素６２の長手延伸方向は、開放方向５１に対して少なくともほぼ平行である。
【００６８】
　ピン要素６２は、第１アーム１８の結合領域５６にて、回転可能に固定された方法で、
あるいは回転する方法で固定される。ピン要素は、中で回転可能な変位案内部３８におい
てこのような遊びと共に案内される。これによって、ピン要素６２はピボット‐滑り軸受
３０の軸６６を形成し、軸６６によって、第１アーム１８が第２アーム２０に対してピボ
ット軸６８の周りで枢動可能である。ピボット軸６８は、方向／反対方向６４に対して垂
直（即ち直線方向３６に対しても垂直）である。好ましくは、ピボット軸６８は開放方向
５１に対して平行である。
【００６９】
　第１アーム１８上、及び第２アーム２０上には、ばね機構７０が配置される。ばね機構
は、第１アーム１８上、及び第２アーム２０上で支持される渦巻ばね７２を含む。渦巻ば
ね７２は、第２アーム２０上でピン要素６２の周りに配置されるばね巻回７４を含む。ば
ね巻回７４の内径は、ピン要素６２の外径よりも大きい。これによって、渦巻ばね７２は
ピン要素６２上で緩く保持される。
【００７０】
　ばね領域７６が、関連する最後の巻回から第１アーム１８の固定領域７８内へと延びる
。このばね領域７６は、固定領域７８にしっかりと固定される。
【００７１】
　ばねアーム８０は、最初の巻回から第２アーム２０まで導かれ、内部空間４０内で「緩
く」支持される。支持は、第１アーム１８の変位可能性がばね機構７０により妨げられな
いようなものであり、即ち、ばねアーム８０が内部空間４０内で変位可能であるようなも
のである。一方、ばねアーム８０は、第１アーム１８にばね力を及ぼし得るように、第２
アーム２０上で永続的に支持される。
【００７２】
　ばね機構６０のばね力は、第１アーム１８を、第２アーム２０から離れる方向に運動さ
せようとするように、即ち、弦係合領域２２とネック後側係合領域２６との間の間隔を拡
大するように作用する。
【００７３】
　第１アーム１８は上側８２を有し、上側８２は、結合領域５６に又は結合領域の近傍に
、第１凹み領域８４と、前端８８に又は前端の近傍に、第２凹み領域８６とを含む。第１
凹み領域８４は、カポタスト１６がネック１４上に固定されるべき際に、使用者の指の係
合面として働く。第２凹み領域８６は、カポタスト１６が固定位置から解放されるべき際
に、使用者の指の係合面として働く。
【００７４】
　第１アーム１８の上側８２は平滑な形状である。ネック後側係合領域２６へ向かう方向
では、第１アーム１８は、上方に延びる側縁９２ａ、９２ｂを備えたチャネル状の形状で
あり、側縁９２ａ、９２ｂ間には中間空間９４があり、中間空間９４は、ネック後側係合
領域２６へ向けて開放している。
【００７５】
　第１アーム１８上には、揺動子９０が枢動可能に配置される。この目的で、中間空間９
４を通るピン要素９６が側縁９２ａ、９２ｂにて固定される。揺動子９０はこのピン要素
９６上に着座している。
【００７６】
　ピン要素９６は、ピボット軸受９８の（外側）軸を形成する。このピボット軸受９８の
ピボット軸１００が、ピボット‐滑り軸受３０のピボット軸６８に対して平行である。
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【００７７】
　弦係合領域２２は、揺動子９０上に配置される。弦係合領域２２は、対応する弦楽器の
指板の全ての弦の上方で延びることができるような幅である。
【００７８】
　揺動子９０は、第１アーム１８の内側に面しており、例えば－５°～＋５°間の特定の
角度範囲内で枢動運動が可能であるような形状である。
【００７９】
　揺動子９０は、前端１０２が第１アーム１８の前端８８を越えて延びている。
【００８０】
　第１アーム１８上には、第２接触面４６と協動してネック１４上でカポタスト１６の固
定位置をロックする第１接触面１０４が配置される。（幾つかの第１接触面１０４及び第
２接触面４６が設けられることも可能である。つまり例えば、このような複数の接触面が
、部分的な範囲を設けることによって作られる。簡単にするために、以下では常に１つの
接触面を参照する。原則として、この接触面は多部分からなる形状であってもよい。）
【００８１】
　開放方向５１は、第１接触面１０４及び第２接触面４６に対して平行に配向される。
【００８２】
　第１接触面１０４は、結合領域５６上で第１フォーク要素５８ａと第２フォーク要素５
８ｂとの間に形成される。第２接触面４６を備えた第２アーム２０は、第１アーム１８の
変位位置に応じて中間空間６０内に延び、第１接触面１０４が第２接触面４６に当接する
ことができる。
【００８３】
　第１接触面１０４及び第２接触面４６は各々、関連するアーム１８及び２０上にそれぞ
れ一体に形成される。これらの接触面は、他方のアームに面する外側輪郭上に形成される
。その際、第２アーム２０の外側輪郭４４は、ここで外側輪郭４４の上に第２接触面４６
が形成されていて、中間空間６０の境界面に面していて、ここで中間空間６０の上に第１
接触面１０４が形成される。対応する方法で、第１アーム１８の外側輪郭は、第２アーム
２０の外側輪郭４４の結合領域５６に面する。
【００８４】
　第１アーム１８及び第２アーム２０は、例えばプラスチック材料製である。揺動子９０
もプラスチック材料製である。
【００８５】
　図６及び図７に示す実施形態において、弦係合領域２２は弾性パッド１０６として形状
される。特に、弦係合領域は一体に作製される。弾性パッド１０６は、揺動子９０上に配
置される。弾性パッド１０６は、弦１０用の係合面１０８を有し、係合面１０８が弦１０
上で作用する。係合面１０８は、その形状が、弦１０に対して直交する方向である方向１
１０で変化している。つまり係合面１０８は、ピボット‐滑り軸受３０から離れる方向に
寸法が増加する。この目的で、例えば、弾性パッド１０６は、三角形の形状である自由空
間１１２を有する。従って、弾性パッド１０６は第１フランク１１４ａ及び第２フランク
１１４ｂを有し、第１フランク１１４ａ及び第２フランク１１４ｂの間に自由空間１１２
が在る。自由空間１１２は、弦１０用に任意の係合領域を持たない。第１フランク１１４
ａ及び第２フランク１１４ｂは、橋絡要素１１６により揺動子９０の前端１０２の範囲内
において接続している。
【００８６】
　弾性パッド１０６は、自由空間１１２の上方に楔形の凹部を有する。この凹部は、弦係
合領域２２上での弦１０の接触範囲を短縮する。
【００８７】
　弦楽器のネック１４は、しばしば湾曲している。このような曲線を、弾性パッド１０６
により、弦１０に対して直交方向に補償することができる。
【００８８】



(14) JP 2011-515709 A 2011.5.19

10

20

30

40

50

　楽器には様々な太さの弦が張られている。太い方の弦は低めの音を生成し、細い方の弦
は高めの音を生成する。これらの差を、ただしこの差により有効な係合面が相違するもの
であるが、連続的に変わる形状の係合面１０８を形成することにより、カポタスト１６上
で補償することができる。弾性パッド１０６上の弦の有効な係合面は、パッド１０６上の
対応する弦１０の直径と、対応する弦１０の接触長さとの積から生じる。係合面の寸法が
方向１１０において減少しているので、パッド上の接触長さを、自由空間１１２により短
縮することができる。これによって、全ての弦の有効な係合面を、互いに少なくともほぼ
一致させることができる。ピボット‐滑り軸受３０から更に離れたところにある細い方の
弦では、直径は実に小さめであるが、弾性パッド１０６上の接触長さは大きめである。ピ
ボット‐滑り軸受３０に、より近いところにある弦（低ピッチの弦）では、直径は大きめ
であり、自由空間１１２があるため接触長さは小さめである。
【００８９】
　これによって、全ての弦１０の、弾性パッド１０６への食い込みを均一な深さにするこ
とができる。特に、これによって、細い方の弦が、太い方の弦よりも深く弾性パッド１０
６へと食い込むことが防止される。細い方の弦が、太い方の弦よりも深く弾性パッドへと
食い込むことがあると、演奏中、太い方の弦が側方に偏位することがあろう。
【００９０】
　ネック後側係合領域２６は、例えば第２アーム２０に押し付けられている弾性パッド１
１８により、例えば第２アームに対して鈎状に曲げられた領域１２０（図６）内に形成さ
れる。弾性パッド１１８は例えば、第２アーム２０に、付加的に接着することによって接
続する。弾性パッドは好ましくは第２アーム２０の領域１２２全体にわたって延びており
、領域１２２は、弦楽器のネック１４と接触することができる。
【００９１】
　その他の点では、第１アーム１８と第２アーム２０とは、上述したところと同じように
構成される。
【００９２】
　本発明によるカポタストは、以下のように作動する。
【００９３】
　図１に示すようなピン要素６２が上向きに押し上げられると、弦係合領域２２が、ネッ
ク後側係合領域２６から最も遠いところに離間する。ばね機構７０のばね力も、中間空間
６０に隣接する面が外側輪郭４４の上方領域に当接するまで、第１アーム１８をピボット
軸６８の周りで第２アーム２０から離れる方へ枢動方向に押圧する。その際、カポタスト
１６は最大開放幅を有するので、弦楽器のネック１４上でカポタストを容易に調整するこ
とができる。
【００９４】
　この場合、片手による操作が可能である。
【００９５】
　カポタスト１６は弦楽器上で、太い方の弦（低ピッチの弦）がピボット‐滑り軸受３０
に、より近いところに在り、細い方の弦（高ピッチの弦）が、より遠いところにくるよう
に調整される。これによって、弾性パッド１０６上の対応する弦の接触長さ部分が、対応
する弦１０の直径に対して少なくともほぼ相反して挙動するであろうことが確実になる。
【００９６】
　その際、使用者がアーム１８を変位案内部３８にて方向／反対方向６４へ押し下げると
、弦係合領域２２はこれによってネック後側係合領域２６に向かって変位する。
【００９７】
　このようにする最も容易な方法は、使用者が、第２アーム２０をその下側にて１つ以上
の指により保持し、第１アーム１８上で第１凹み領域８４内を親指で作動させて第１アー
ムを変位させることである。
【００９８】
　そうすると、使用者は、第１アーム１８に圧力を及ぼす。これによって、弦１０に押し
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付けられること及び締結がもたらされる。更なる枢動運動は生じない。
【００９９】
　変位案内部３８が弦１０に対して少なくともほぼ垂直な配向であることにより、全ての
弦１０へ均一に圧力を加えることが可能になる。枢動運動が生じないことから、ただし、
枢動運動があると、原則として異なる弦が異なる強さの圧力を受けることになるものであ
るが、全ての弦１０について、フレット１２ａ、１２ｂに弦を均一に押圧することができ
る。
【０１００】
　使用者が、例えば親指で第２凹み領域８６を押圧することにより、固定が解放される。
使用者は同時に下から第２アーム２０へと緊張を与える。ネック後側係合領域２６が弾性
の構成であるため、固定を解放することができ、アーム１８は、ばね機構７０のばね力に
より、第２アーム２０上の変位案内部３８内で上向きに押し上げられる。
【０１０１】
　上述のように、固定及びロックは片手で可能である。
【０１０２】
　過度に高い緊締圧が選択された場合、又は、固定されたカポタスト１６の位置が変更さ
れねばならない場合、握りを変更せずに解放をもたらすことが可能である。その際、親指
を第１凹み領域８４から第２凹み領域８６へ移すだけでよい。
【０１０３】
　ばね機構７０、及び第２アーム２０上の第１アーム１８の枢動可能な軸受は、ネック１
４上でカポタスト１６を簡単に調整／解放するように働く。ネック１４上でカポタスト１
６をしっかりと保持するには、「唯１つの」滑り軸受を設け、第１接触面１０４及び第２
接触面４６を設けることで十分である。
【０１０４】
　カポタスト１６がネック１４上で圧力下に保持される際、第１接触面１０４は第２接触
面４６を押圧し、ロック位置が固定される。このロック位置を固定するために、ねじ又は
同等のもの等のその他の任意の補助器具は必要ない。ロック位置の固定は、開放方向５１
を第１接触面１０４及び第２接触面４６に対して平行に配向することで行われる。大きめ
の緊締力（弦１０上の締結力）を加えるべき場合、第１アーム１８は変位案内部３８内で
更に変位することができる。従って、締結力を調節することが可能である。第１アーム１
８及び第２アーム２０の離間移動は、第１接触面１０４及び第２接触面４６により１つの
方向においてのみもたらされ、このことにより、弦係合領域２２とネック後側係合領域４
６との間の間隔が増加する。締結力を増加させるために、この方向とは反対の方向におい
て、更なる（力を加えることによる）移動が可能である。
【０１０５】
　緊締圧は、上に弦係合領域２２が配置される揺動子９０により、弦１０に均一に分配す
ることができる。特にこの目的で、緊締圧の均一な分配を可能にするために、揺動子９０
用の軸を形成するピン要素９６は、揺動子９０の中心に配置される。
【０１０６】
　それ故に、本発明による解決法では、カポタスト１６が正確に弦１０上に設置されるこ
とはもはや絶対的に必要というわけではない。（先行技術から公知のカポタストにおいて
、弦上での正確な調整は絶対的に必要であり、そうしなければ、弦への圧力分配が大きく
ばらつくことになる。圧力分配が大きくばらついていると、過度に高い圧力のため、弦の
幾つかの音が外れることがある一方で、他の弦への圧力が過度に低くなる。このことによ
り、対応する弦にビビリが生じることがある。）
【０１０７】
　本発明による解決法では、使用者にとって、弦１０が聞き取れるほどに音が外れない限
り大きめの圧力範囲も利用可能である。
【０１０８】
　原則として、弦楽器が異なればフレット長も異なることは事実である。本発明による解
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決法では、弦１０へ均一に圧力を加えることが達成可能であることから、緊締幅がそれぞ
れのフレット長に適合される必要はない。このことは、カポタスト１６が普遍的に使用可
能であることを意味する。
【０１０９】
　弦係合領域２２がそれにより弦１０に作用する緊締圧は、使用者により個別に設定する
ことができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【補正の内容】
【００１０】
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【特許文献４】US 2,604,805 A
【特許文献５】GB 2 141 860 A
【特許文献６】US 6,573,440 B1
【特許文献７】DE 358 280 A
【特許文献８】DE 382 448 C
【特許文献９】EP 1 443 408 A
【特許文献１０】US 5,492,045 A
【特許文献１１】DE 1 208 164 B (US 3,647,930)
【特許文献１２】DE 32 01 283 A1
【特許文献１３】DE 42 24 137 A1
【特許文献１４】US 3,823,247
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　この目的は、本発明によれば、冒頭で述べた前記カポタストにおいて、滑り軸受が設け
られ、該滑り軸受により前記第１アームが前記第２アーム上で変位するように保持される
と共に、該滑り軸受が、開放方向が変位方向に対して直交する少なくとも１つのスロット
又は少なくとも１つの溝により形成される変位案内部を有し、前記第１アーム上に形成さ
れる少なくとも１つの第１接触面と、前記第２アーム上に形成される少なくとも１つの第
２接触面とが設けられ、前記弦係合領域と前記ネック後側係合領域との間隔を増加させる
前記第１アーム及び前記第２アームの離間可動が、前記少なくとも１つの第１接触面と前
記少なくとも１つの第２接触面との接触によりロック可能であり、前記開放方向が、前記
第１接触面に対して少なくともほぼ平行に且つ前記第２接触面に対して少なくともほぼ平
行に配向される、という点で達成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　特に、前記ピボット‐滑り軸受のピボット軸は、前記変位方向に対して垂直である。従
って、前記ピボット‐滑り軸受は簡単な方法で構成することができる。前記第１アーム用
の変位案内部として前記第２アーム上で作用するピン要素は、前記ピボット軸受用の軸と
しても作用することができる。好ましくは、前記ピボット軸は、前記開放方向に対して平
行であり、それ故、前記第１接触面及び前記第２接触面に対しても平行である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　ばね機構７０のばね力は、第１アーム１８を、第２アーム２０から離れる方向に運動さ
せようとするように、即ち、弦係合領域２２とネック後側係合領域２６との間の間隔を拡
大するように作用する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　カポタスト１６がネック１４上で圧力下に保持される際、第１接触面１０４は第２接触
面４６を押圧し、ロック位置が固定される。このロック位置を固定するために、ねじ又は
同等のもの等のその他の任意の補助器具は必要ない。ロック位置の固定は、開放方向５１
を第１接触面１０４及び第２接触面４６に対して平行に配向することで行われる。大きめ
の緊締力（弦１０上の締結力）を加えるべき場合、第１アーム１８は変位案内部３８内で
更に変位することができる。従って、締結力を調節することが可能である。第１アーム１
８及び第２アーム２０の離間移動は、第１接触面１０４及び第２接触面４６により１つの
方向においてのみロックされ、このことにより、弦係合領域２２とネック後側係合領域４
６との間の間隔が増加する。締結力を増加させるために、この方向とは反対の方向におい
て、更なる（力を加えることによる）移動が可能である。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図３】
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