
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に打楽器を叩打する打撃部が形成され、

棒状をなす打楽器用スティックにおいて、

弾性体からなる屈曲部

ことを特徴とする打楽器用スティック。
【請求項２】
　前 端部と、前 端部とは、 別体であ とを特徴とする請求項１
に記載の打楽器用スティック。
【請求項３】
　前記屈曲部は、前記先端部又は基端部のうち少なくともいずれか一方に対して、取り外
し可能に形成されていることを特徴とする請求項２に記載の打楽器用スティック。
【請求項４】
　前記先端部と屈曲部との連結、又は、前記屈曲部と基端部との連結のうち少なくともい
ずれか一方の連結は、螺合又は嵌合による連結であることを特徴とする請求項２又は請求
項３に記載の打楽器用スティック。
【請求項５】
　前記打楽器用スティックは、前記先端部と基端部との連結が補強されるように、前記先
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演奏者が基端側を握って演奏するための全
体が丸
　前記打楽器用スティックの先端側に形成された先端部と、前記打楽器用スティックの基
端側に形成された基端部と、これらの間に連結された とを備え、
　演奏者が前記先端部を親指と人差し指で把持しつつ、前記基端部の基端が演奏者の掌に
当接可能に構成された

記基 記先 前記屈曲部とは るこ



端部と基端部とに亘って、別体として取り付けられた連結補強部材を有することを特徴と
する請求項２～４のうちいずれか一項に記載の打楽器用スティック。
【請求項６】
　前記連結補強部材は、前記打楽器用スティックに対して、取り外し可能に形成されてい
ることを特徴とする請求項５に記載の打楽器用スティック。
【請求項７】
　前記連結補強部材は、前記打楽器用スティックの外周面に対して、覆うように装着され
たカバーであることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の打楽器用スティック。
【請求項８】
　前記先端部と基端部とは異なる材料から形成されていることを特徴とする請求項２～７
のうちいずれか一項に記載の打楽器用スティック。
【請求項９】
　前記屈曲部は、少なくとも２以上の弾性体を備えていることを特徴とする請求項１～８
のうちいずれか一項に記載の打楽器用スティック。
【請求項１０】

【請求項１１】

【請求項１２】

【請求項１３】

【請求項１４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、打楽器用スティックに係り、詳しくは弾性体を備えた打楽器用スティックに関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、例えばドラム等の打楽器演奏用のスティックとしては、全体がオーク、ヒッコリ
ー等の硬質の木材や繊維強化樹脂から形成されているもの等が知られており、多くの演奏
者は、これらスティックを使用して演奏している。演奏者は、スティックの一端に形成さ
れたグリップ部を、上方から親指で、下方から人差し指で軽く挟むようにして持ち、他の
３本の指を下方から補助するように添えるとともに、グリップ部の基端部（グリップエン
ド）を手首近傍の掌で支えて握る。そして、その状態で、演奏者は、スティックの振り下
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　前記基端部には、複数の小孔が形成されていることを特徴とする請求項１～９のいずれ
か一項に記載の打楽器用スティック。

　先端に打楽器を叩打する打撃部が形成され、演奏者が基端側を握って演奏するための全
体が丸棒状をなす打楽器用スティックにおいて、
　前記打楽器用スティックの先端側に形成された先端部と、前記打楽器用スティックの基
端側に形成された屈曲基端部とを備え、
　前記屈曲基端部は弾性体から形成され、
　演奏者が前記先端部を親指と人差し指で把持しつつ、前記屈曲基端部の基端が演奏者の
掌に当接可能に構成されたことを特徴とする打楽器用スティック。

　前記屈曲基端部の先端には、同屈曲基端部の他の部分より屈曲を容易にするために弾性
力が変更された弾性力変更部が形成されたことを特徴とする請求項１１に記載の打楽器用
スティック。

　前記屈曲基端部は、前記先端部に対して取り外し可能に形成されていることを特徴とす
る請求項１１又は請求項１２に記載の打楽器用スティック。

　前記打楽器用スティックの先端部の把持される位置は、当該位置からその打楽器用ステ
ィックの先端及び当該位置からその打楽器用スティックの基端までの距離の比率が、６：
３～７：３であることを特徴とする請求項１乃至請求項１３のいずれか一項に記載の打楽
器用スティック。



ろし及び振り上げの動作を行い、ドラム演奏を行っている。
【０００３】
ところで、このようなドラム演奏用のスティックでは、ドラムの打面を叩打する際、ステ
ィックからの衝撃によって、演奏者の手首等を痛めてしまうおそれがあった。すなわち、
スティックが硬質の木材等で形成されているため、演奏者はスティックの振り下ろし動作
を行ってドラムを叩打する時に、スティックのグリップエンドにより、手首近傍の掌が叩
打されるような衝撃を受ける。そのため、スティックの振り下ろし及び振り上げの動作に
よって、演奏者の手首近傍の掌に与えられる衝撃により、掌又は手首の疲労が増大したり
、苦痛が生じるという問題があった。特に、毎日長時間激しい練習を行うような、プロの
ドラム演奏者等においては、腱鞘炎等のような障害を引き起こすような場合もあった。
【０００４】
なお、米国特許第５，５０３，０５６号公報に示されるようなグリップ部（ハンドル）と
スティック先端部である打撃（チップ）部との間にコイルスプリングを設ける発明が提案
されている。この発明によれば、打撃部がグリップ部に対して弾性的に動くように構成さ
れていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記スティックは、親指と人差し指とでスティックを挟持した箇所、すなわち、
演奏者がスティックを把持する部分よりも打撃部側に弾性体が備えられている構造となっ
ていた。そして、このスティックの目的は、ドラムを弾性的に叩くという特殊な奏法を行
うことである。そのため、演奏者は、このスティックを用いて通常の演奏を行えば、ドラ
ムの叩打力の微妙なコントロールを行うことが困難になってしまう。このような事情から
、通常の演奏では、この弾性体をロックして使用しており、スティック先端からの衝撃を
緩衝できないという問題があった。
【０００６】
本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、ドラムの叩打力
において微妙なコントロールを行うことができるとともに、演奏者の手首に対する衝撃を
緩衝することができる打楽器用スティックを提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、先端に打楽器を叩打する打撃
部が形成され、 棒状をなす打楽器用ステ
ィックにおいて、

弾性体

ことを要旨とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の打楽器用スティックにおいて、前 端部
と、前 端部とは、 別体であ とを要旨とする。
【０００９】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の打楽器用スティックにおいて、前記屈曲部は
、前記先端部又は基端部のうち少なくともいずれか一方に対して、取り外し可能に形成さ
れていることを要旨とする。
【００１０】
請求項４に記載の発明は、請求項２又は請求項３に記載の打楽器用スティックにおいて、
前記先端部と屈曲部との連結、又は、前記屈曲部と基端部との連結のうち少なくともいず
れか一方の連結は、螺合又は嵌合による連結であることを要旨とする。
【００１１】
請求項５に記載の発明は、請求項２～４のうちいずれか一項に記載の打楽器用スティック
において、前記打楽器用スティックは、前記先端部と基端部との連結が補強されるように
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演奏者が基端側を握って演奏するための全体が丸
前記打楽器用スティックの先端側に形成された先端部と、前記打楽器用

スティックの基端側に形成された基端部と、これらの間に連結された とを備え、演
奏者が前記先端部を親指と人差し指で把持しつつ、前記基端部の基端が演奏者の掌に当接
可能に構成された

記基
記先 前記屈曲部と るこ



、前記先端部と基端部とに亘って、別体として取り付けられた連結補強部材を有すること
を要旨とする。
【００１２】
請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の打楽器用スティックにおいて、前記連結補強
部材は、前記打楽器用スティックに対して、取り外し可能に形成されていることを要旨と
する。
【００１３】
請求項７に記載の発明は、請求項５又は請求項６に記載の打楽器用スティックにおいて、
前記連結補強部材は、前記打楽器用スティックの外周面に対して、覆うように装着された
カバーであることを要旨とする。
【００１４】
請求項８に記載の発明は、請求項２～７のうちいずれか一項に記載の打楽器用スティック
において、前記先端部と基端部とは異なる材料から形成されていることを要旨とする。
【００１５】
　請求項９に記載の発明は、請求項１～８のうちいずれか一項に記載の打楽器用スティッ
クにおいて、前記屈曲部は、少なくとも２以上の弾性体を備えていることを要旨とする。

【００１６】
　請求項 に記載の発明は、先端に打楽器を叩打する打撃部が形成され、

棒状をなす打楽器用スティックにおいて、

ことを要旨とする。
【００１７】

　請求項１ に記載の発明は、請求項 に記載の打楽器用スティックに
おいて、前記屈曲部は、前 端部に対して取り外し可能に形成されていることを要旨と
する。
【００１８】
　請求項１ に記載の発明は、請求項１～１ のいずれか一項に記載の打楽器用スティッ
クにおいて、

ことを要旨とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
以下、本発明をドラムスティックに具体化した一実施形態を図１～図３に従って説明する
。
【００２０】
図１，２に示すように、細長い丸棒状をなすドラムスティック（以下、スティックという
。）１１は、軸方向の長さが略４０ cmに形成されている。同スティック１１は、ヒッコリ
ーから形成されており、基端部１４、弾性体としてのコイルスプリングから形成された屈
曲部１５及び先端部１６の基端側の一部から構成されている。
【００２１】
基端部１４は、スティック１１の最基端から軸方向の長さが５ cmの略円柱形状からなる木
片に形成されている。基端部１４の先端側の面には、先端方向に延びた突出部１４ａが形
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　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載の打楽器用スティック
において、前記基端部には、複数の小孔が形成されていることを要旨とする。

１１ 演奏者が基端
側を握って演奏するための全体が丸 前記打楽器
用スティックの先端側に形成された先端部と、前記打楽器用スティックの基端側に形成さ
れた屈曲基端部とを備え、前記屈曲基端部は弾性体から形成され、演奏者が前記先端部を
親指と人差し指で把持しつつ、前記屈曲基端部の基端が演奏者の掌に当接可能に構成され
た

　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の打楽器用スティックにおいて、前記屈
曲基端部の先端には、同屈曲基端部の他の部分より屈曲を容易にするために弾性力が変更
された弾性力変更部が形成されたことを要旨とする。

３ １１又は請求項１２
記先

４ ３
前記打楽器用スティックの先端部の把持される位置は、当該位置からその打

楽器用スティックの先端及び当該位置からその打楽器用スティックの基端までの距離の比
率が、６：３～７：３である



成されており、同突出部１４ａは、径方向の大きさが屈曲部１５の内径の大きさと一致す
るような円柱形状に形成されている。
【００２２】
断面円形状をなす先端部１６は、基端部１４と同一の材料（ヒッコリー）から形成される
一方で、基端部１４とは、別体として形成されている。先端部１６の基端側の面には、突
出部１４ａと同様な形状からなる突出部１６ａが軸方向に突出して形成されている。また
、先端部１６の先端部分は、先端に向かっていくほど径方向の大きさが次第に小さくなる
ように形成されており、最先端には、卵型をなす打撃部１７が形成されている。
【００２３】
屈曲部１５は、基端部１４と先端部１６との間に配置され、同基端部１４と先端部１６と
が弾性を有して連結されるようにして形成されたコイルスプリングからなる。屈曲部１５
は、その外径が基端部１４及び先端部１６の外径と等しくなるように形成され、軸方向の
長さは３ cmに形成されている。同屈曲部１５のコイルスプリングは、その両端が突出部１
４ａ及び突出部１６ａの外周面に巻装されることにより、基端部１４と先端部１６とを連
結する構成となっている。本実施形態における屈曲部１５は、バネ定数；３．１５Ｎ／ mm
、コイル線径；φ１．６ mm、材質；ステンレスの規格のコイルスプリングを使用している
。
【００２４】
また、本実施形態では、突出部１４ａ及び突出部１６ａの外周面には、所定の接着材が塗
布されており、屈曲部１５のコイルスプリングは、その状態で各突出部に接着されている
。従って、屈曲部１５と各突出部とは、より強力に接合される構成となっており、その結
果、各部材の連結が補強されている。
【００２５】
なお、突出部１４ａと突出部１６ａの軸方向の長さを加算した長さは、屈曲部１５の軸方
向の長さよりも小さくなるように形成されている。そのため、屈曲部１５のコイルスプリ
ングは、自在に弾性変形される構成となっている。
【００２６】
基端部１４、屈曲部１５及び先端部１６は、図１～４に示す通常状態においては、各中心
軸線が一致した状態でスティック１１を形成する構成となっている。ところで、ドラムス
ティックの持ち方は、マッチドグリップとレギュラーグリップの２通りの握り方があるが
、いずれの場合もドラムスティックを挟持する各ポイントに大きな差異はないため、演奏
者はマッチドグリップの握り方で演奏を行うと仮定し、以下説明する。
【００２７】
ここで、図３（ａ），（ｂ）に示すマッチドグリップの握り方について説明する。マッチ
ドグリップは、左右両手とも、スティック１１のグリップ部１２を、上方から親指で、下
方から人差し指で軽く挟むようにして持ち、他の３本の指を下方から補助するように添え
るとともに、グリップ部１２を手首近傍の掌で支えて握る持ち方である。そのため、マッ
チドグリップでドラム演奏を行う場合、演奏者の親指と人差し指とが挟む箇所、すなわち
、グリップ部１２における先端位置１８は、通常、スティック１１の最基端から、１１～
１４ cmの範囲に形成される。また、演奏者の手首近傍の掌で、スティック１１を支える箇
所、すなわち、グリップ部１２における基端位置２３は、通常、スティック１１の最基端
近傍に形成される。
【００２８】
従って、屈曲部１５は、先端位置１８とドラムスティック１１基端との間に形成される構
成となっている。一方、基端部１４は、ドラム演奏によってスティック１１の振り上げ及
び振り下げの動作を行う際には、先端部１６に対して、屈曲部１５を中心として弾性的に
動く構成となっている。換言すれば、演奏者が、打撃部１７をドラムに叩打した際に生じ
る衝撃は、屈曲部１５で緩衝された後に基端部１４に伝達される構成となっている。
【００２９】
また、演奏者の親指と人差し指とが挟む箇所である先端位置１８は、屈曲部１５よりも先
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端側に形成されている。従って、ドラムを叩打する時、屈曲部１５の弾性力の影響を受け
ることなくドラムを叩打しうる構成となっており、その結果、演奏者は叩打力の微妙なコ
ントロールを行いうる構成となっている。
【００３０】
ここで、グリップ部１２とは、演奏者がスティック１１を手で把持する部分をいい、基端
部１４と、屈曲部１５と、先端部１６の基端側の一部とを含む範囲である。
【００３１】
また、スティック１１は、連結補強部材として、別体として形成された円筒状をなすステ
ィックカバー１３を有している。ゴムからなるスティックカバー１３は、軸方向の長さが
１６．５ cmに形成されるとともに、その内径の大きさがスティック１１の外径の大きさと
略同一の断面リング状に形成されている。スティックカバー１３は、前記先端部１６と基
端部１４とに亘って、スティック１１の外周面を覆うように装着されている。その結果、
基端部１４と屈曲部１５と先端部１６との連結が補強されるような構成となっている。
【００３２】
同スティックカバー１３は、スティック１１に対して、摺動可能な程度に締め付けられて
いるが、通常の使用においては固定されている。そして、同スティックカバー１３を、ス
ティック１１に対して摺動させることにより、スティック１１から取り外し可能な構成と
なっている。
【００３３】
次に、スティック１１の作用について説明する。
さて、演奏者が、例えばスネアドラムのような打楽器をスティック１１で叩打して演奏を
行いたい場合、まず演奏者は、スティック１１の振り上げの動作を行う。
【００３４】
すなわち、まず初めに、演奏者は、振り上げの動作として肘を支点とした上方向への揺動
を行う。その結果、スティック１１全体は、演奏者が主観的に振り下げの動作を開始する
のに適した高さに達したと感じるまで上方向へ移動される。また、この揺動は、演奏者の
手首を支点とした次の揺動を行うための予備的な動作であるため、比較的ゆっくりとした
略等速度の揺動である。
【００３５】
次に、演奏者は、その揺動を反動にして連動するように、演奏者の手首を支点とした角加
速度を有する揺動を開始する。従って、スティック１１は、演奏者の肘を支点とした揺動
による作用を受けるのと略同時に、手首を支点とした揺動による作用を受ける。演奏者の
手首を支点とした揺動は、演奏者の親指と人差し指とによってスティック１１を挟持支持
する先端位置１８を中心とした角加速度を有する揺動となって作用される。
【００３６】
従って、基端部１４は、先端位置１８を中心として揺動され、先端位置１８からの距離に
比例した周速度を得る。そのため、一般に、ドラムスティックの先端位置１８からその先
端及び基端までの距離の比率は６：３～７：３であることから、仮に６：３の時では、先
端の移動距離が２ｘの場合には、基端の移動距離はｘになる。例えば、軸方向の長さが４
０センチに形成されたドラムスティックを、先端位置１８を中心に４０度揺動させると、
スティックの先端は略１９ cm移動し、基端は略９．５ cm移動することとなる。
【００３７】
しかし、本発明にかかるドラムスティック１１は、グリップ部１２に屈曲部１５が設けら
れているため、基端部１４は、先端部１６に対して弾性的に動く構成となっている。また
、グリップ部１２は、３本の指で下方から補助するように添えられているとともに、基端
部１４は、手首近傍の掌で支えられている。
【００３８】
従って、演奏者によるスティック１１の振り上げの揺動によって、基端部１４に加速度が
発生して、先端位置１８を中心とした下方向への力が働くが、同基端部１４は、演奏者の
指にガイドされているため所定位置に保持される。その結果、スティック１１は、基端部
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１４が演奏者の手首近傍の掌と当接された状態で、すなわち、手の中でほとんどぶれるこ
となく、振り上げ動作される。
【００３９】
またこの時、基端部１４が演奏者の手によって手首近傍の掌に保持される一方で、打撃部
１７は、先端位置を中心として上方向へ揺動しているため、屈曲部１５は曲がるように弾
性変形している。
【００４０】
振り上げの動作によって、打撃部１７が所定位置まで上方向へ揺動されると、次に、演奏
者は、振り下げの動作として肘を支点とした下方向への揺動を行う。この揺動は、演奏者
の肘を中心とした角加速度を有する揺動である。その結果、スティック１１は、演奏者の
肘から所定距離離れて位置しているため、この揺動が開始されてからスネアドラムに叩打
されるまで、スティック１１は全体として、加速されつつ下方向に移動する。
【００４１】
さらに、演奏者は、その揺動を反動にして連動するように、演奏者の手首を支点とした下
方向への揺動を開始する。従って、スティック１１は、演奏者の肘を支点とした揺動によ
る作用を受けるのと略同時に、手首を支点とした下方向への揺動による作用を受ける。そ
の揺動は、演奏者の親指と人差し指とによってスティック１１を挟持支持する先端位置１
８を中心とした角加速度を有する揺動となって作用する。
【００４２】
また、スティック１１が、振り上げの動作から振り下げの動作に移ると、振り上げの動作
によって弾性変形していた屈曲部１５における弾性力が、振り下げの動作に作用する。す
なわち、屈曲部１５において発生した弾性力は、屈曲部１５を中心とした打撃部１７が下
方向に移動する揺動として作用する。
【００４３】
従って、演奏者によるスティック１１の振り下げ動作は、演奏者により付与されるスティ
ック１１の振り下げのための力に屈曲部１５において発生する弾性力が加わって行われる
。そして、屈曲部１５は、弾性変形しない通常の状態に次第に戻る。
【００４４】
スティック１１の振り下げ動作時において、基端部１４には、先端位置１８を中心とした
上方向への力が付与されるが、同基端部１４は、演奏者の手首近傍の掌にガイドされてい
るため、所定位置に保持される。その結果、スティック１１は、基端部１４が演奏者の手
首近傍の掌と当接された状態で、すなわち、手の中でほとんどぶれることなく、振り下げ
動作される。
【００４５】
またこの時、基端部１４が演奏者の手によって手首近傍の掌に保持される一方で、打撃部
１７は、先端位置を中心として下方向へ揺動しているため、屈曲部１５は曲がるように弾
性変形される。
【００４６】
振り下げ動作によってスティック１１全体が下方に移動されると、次に、スティック１１
の打撃部１７は、スネアドラムに叩打される。この叩打による衝撃は、通常のスティック
であれば打撃部１７から先端部１６を介して基端部１４まで伝達される。
【００４７】
しかし、本発明にかかるスティック１１には、先端部１６と基端部１４との間に弾性体と
してのコイルスプリングを備える屈曲部１５が設けられている。そのため、打撃部１７の
叩打による衝撃は、屈曲部１５によって緩衝された後に、基端部１４に伝達される。また
、基端部１４は、演奏者の指にガイドされるとともに、手首近傍の掌によって支持されて
いるため、手の中でほとんどぶれることなく保持される。
【００４８】
次に、演奏者は、再び振り上げの動作を開始する。この振り上げの動作は、上記振り上げ
の動作による作用と同一であるが、上記振り下げの動作によって弾性変形している屈曲部
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１５の弾性力が加えられて行われる。そして、演奏者は、上記振り上げの動作と振り下げ
の動作を繰り返すことによってスネアドラムを叩打し、演奏を行う。
【００４９】
次に、図４に示すように行った実験結果について説明する。本実験の対象は、スティック
基端から略１．５ cmの位置に加速度センサ１９が取り付けられた図４（ａ）に示す従来の
ドラムスティック（以下、スティック）２８及び本実施形態におけるスティックカバー１
３が装着された図４（ｂ）に示すスティック１１である。使用機材は、スタンド２０に取
り付けられたタムタム２５と、同タムタム２５から３５ cm離間して配置されたマイク２６
である。
【００５０】
本実験では、上記条件において、スティック２８及びスティック１１により、それぞれタ
ムタム２５を叩打し、その際の加速度センサ１９のデータ及び、マイク２６によって収集
された音の強さのデータの収集を行った。
【００５１】
図５，６に、その実験データを示す。図５は加速度センサ１９によって得られた代表的な
データであり、横軸は時間を示し、縦軸は加速度を示している。図５におけるプラスの加
速度は、下方向への加速度であり、マイナスの加速度は、上方向への加速度を示している
。また、図６は、マイク２６によって得られた代表的なデータであり、横軸は時間を示し
、縦軸は音の強さを示している。図５，６における（ａ）はスティック２８のデータを示
し、（ｂ）はスティック１１のデータを示している。
【００５２】
マイク２６によって収集したタムタム２５が発する音の強さにおいて、スティック２８を
使用した際の音の強さを示す振幅の大きさと、スティック１１を使用した際の音の強さを
示す振幅の大きさとは略同一である。（図６（ａ）（ｂ）参照。）これは、スティック１
１を使用しても、スティック２８を使用する場合と同等に、打撃の強さの微妙なコントロ
ールを行うことができることを意味している。
【００５３】
次に、加速度センサによって得られた各スティックの加速度の数値について説明する。ス
ティック２８を使用した場合では、タムタム２５の叩打前において、略－２５２８ｍ／ｓ
２ の加速度が得られた（図５（ａ）参照）。これは、振り上げの動作における実験者の手
首が中心となる揺動と、先端位置１８が中心となる揺動により生じた基端部の加速度が現
れたものであると推測される。
【００５４】
一方、スティック１１の使用時では、タムタム２５の叩打前において、マイナスの加速度
は現れていない（図５（ｂ）参照）。これは、基端部１４は、実験者の手首近傍の掌に常
時保持されているためであると推測される。すなわち、基端部１４は、実験者の指によっ
てガイドされ、保持されるため、先端位置１８を中心とした揺動による作用は受けないと
推測される。また、基端部１４は、揺動の中心となる手首の近傍の掌に常時保持されてい
るため、実験者の手首を中心とした揺動による作用は、ほとんど受けないと推測される。
【００５５】
次に、タムタム２５の叩打時における各スティックの基端部１４の加速度について説明す
る。スティック２８を使用した場合では、タムタム２５の叩打時において、略６００４ｍ
／ｓ２ の加速度が得られた（図５（ａ）参照）。一方、スティック１１を使用した場合で
は、タムタム２５の叩打時において、略４１０８ｍ／ｓ２ の加速度が得られた（図５（ｂ
）参照）。従って、タムタム２５叩打時における各スティックの基端部１４の加速度は、
スティック１１のほうが小さいことがわかる。一方、音の大きさは、前述した通り違いは
ない。これは、スティック２８とスティック１１の打撃部１７における加速度（叩打力）
は同一であるのに対し、基端部１４における加速度は、スティック１１のほうが小さいこ
とを意味する。換言すれば、スティック１１は、スティック２８と同様に叩打力の調整を
行うことができる一方で、スティック１１の基端部１４は、打撃部１７の動きに捕らわれ
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ることなく、叩打時においても演奏者の手の中で把持されたままであることを意味する。
この作用は、スティック１１が、屈曲部１５の弾性力の影響を受けることなくドラムを叩
打しうる構成であり、かつ、先端部１６に対して、屈曲部１５を中心として弾性的に動く
構成であることに基づくものであると推測される。
【００５６】
次に、タムタム２５の叩打後における各スティックの基端部１４の加速度について説明す
る。ドラムスティック２８を使用した場合の基端部１４の加速度は、タムタム２５の叩打
後において、まず、略－３７９２ｍ／ｓ２ の値が得られ、その後は正の加速度と負の加速
度とを交互に現しつつ、次第に０ｍ／ｓ２ に収束した（図５（ａ）参照）。一方、スティ
ック１１を使用した場合では、叩打後、一定時間において、微少な加速度が継続して得ら
れたものの、具体的な数値を示すことができる程度の大きさの加速度は得られなかった（
図５（ｂ）参照）。これは、スティック２８の基端部１４は上下に振動しているのに対し
、スティック１１の基端部１４は、ほとんど振動せず、打撃部１７のタムタム２５の叩打
による衝撃が、基端部１４まで十分に伝達されていないことを意味する。すなわち、ステ
ィック１１の使用時では、屈曲部１５が、打撃部１７に対して弾性的に動くことにより、
基端部１４への衝撃の伝達が屈曲部１５によって緩衝されていると推測される。
【００５７】
従って、本実験によれば、スティック１１を使用することにより、実験者の手への衝撃が
緩衝され、手の中でのぶれが防止されるとともに、打撃における微妙なコントロールも可
能であると推測される。
【００５８】
従って、上記実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
（１）上記実施形態では、先端部１６と基端部１４との間に弾性体としての屈曲部１５を
設け、基端部１４が先端部１６に対して弾性的に動く構成とした。
【００５９】
従って、演奏者のドラム叩打により生じる衝撃は、屈曲部１５で緩衝された後に、基端部
１４に伝達されるため、演奏者の掌又は手首における疲労や苦痛を、抑制することができ
る。さらに、スティック１１の振り上げ及び振り下げの動作時や、ドラム叩打時において
も、基端部１４が演奏者の手の中でぶれることを抑制できるという効果がある。
【００６０】
またさらに、スティック１１の振り上げ及び振り下げの動作によって、屈曲部１５は弾性
変形する。そのため、その弾性変形に伴う弾性力が、演奏者の振り上げ及び振り下げの動
作に付随的に作用することにより、演奏者は、容易に振り上げ及び振り下げの動作を行う
ことができるという効果がある。
【００６１】
（２）上記実施形態では、演奏者の親指と人差し指とが挟む箇所である先端位置１８を、
屈曲部１５よりも先端側に形成した。
従って、演奏者のドラム叩打の際、屈曲部１５の弾性力の影響を受けることなくドラムを
叩打でき、その結果、演奏者は叩打力の微妙なコントロールをすることができるという効
果がある。
【００６２】
（３）上記実施形態では、スティック１１の基端部１４と先端部１６とを別体として形成
し、屈曲部１５によってそれらを連結した。
従って、基端部１４と先端部１６とが一体形成されている場合と比較して、弾性体として
の屈曲部１５における弾性作用が有効に行われる。その結果、屈曲部１５による衝撃の緩
衝作用を有効に行うことができるという効果がある。
【００６３】
（４）上記実施形態では、スティックカバー１３は、スティック１１の基端に演奏者が手
で把持するために形成された屈曲部１５を含むグリップ部１２の外周面を覆うように、締
め付けて装着した。従って、基端部１４と先端部１６との連結を補強することができると
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いう効果がある。
【００６４】
また、基端部１４と先端部１６とに亘って、屈曲部１５の全体を覆うことにより、屈曲部
１５に使用されるコイルスプリングのバネ定数を高くした場合と同等の効果を得ることが
できるという効果がある。
【００６５】
（５）また、上記実施形態では、スティックカバー１３を、スティック１１に対して摺動
することにより、スティック１１から容易に取り外しが可能な構成とした。
【００６６】
従って、長期使用等によって、スティックカバー１３が疲弊し、スティック１１に対する
締め付け作用が低くなった場合等に、新品のスティックカバー１３と取り替えることがで
きるという効果がある。また、本実施形態のスティックカバー１３とは、肉厚や硬さ等が
異なるスティックカバーに取り替えることによって、屈曲部１５に使用するコイルスプリ
ングをバネ定数が異なるコイルスプリングに取り替える場合と同等の効果を得ることがで
きるという効果がある。
【００６７】
（６）上記実施形態では、突出部１４ａ及び突出部１６ａの外周面に所定の接着材が塗布
され、その状態で、屈曲部１５の両端を、それぞれ各突出部に対して巻装した。
【００６８】
従って、屈曲部１５を、突出部１４ａ及び突出部１６ａに強力に接合することができる。
その結果、基端部１４と先端部１６との連結を補強できるという効果がある。
【００６９】
（第２実施形態）
本発明の第２実施形態を図７に基づいて説明する。
尚、第２実施形態を含む以下の各実施形態においては、既に説明した実施形態の構成と同
一構成又は相当する構成については、同一番号を付しその重複説明を省略する。
【００７０】
ドラムスティック（以下スティックという。）２１は、基端部１４、屈曲部１５及び先端
部１６から形成されている。基端部１４は、中空のアルミから形成されるとともに、その
表面に複数の小孔２２が形成されている点で第１実施形態における基端部１４と異なって
いる。また、基端部１４の先端側の側面に形成された突出部１４ａの外周面に、屈曲部１
５と螺合して連結するためのねじ山１４ｂが形成されている点で第１実施形態における基
端部１４と異なっている。
【００７１】
屈曲部１５は、弾性体としての炭素繊維から形成され、その両側面において、軸方向にね
じ孔１５ａが形成されている点で第１実施形態における屈曲部１５と異なっている。先端
部１６は、基端側の側面に形成された突出部１６ａの外周面に、屈曲部１５と螺合して連
結するためのねじ山１６ｂが形成されている点で第１実施形態における先端部１６と異な
っている。
【００７２】
従って、スティック２１は、基端部１４と屈曲部１５との螺合による連結、及び、屈曲部
１５と先端部１６との螺合による連結によって形成される構成となっているため、スティ
ック２１を形成した後に、取り外し可能な構成となっている。
【００７３】
従って、本実施形態によれば、前記第１の実施形態における作用及び（１）～（３）に記
載の効果に加えて、以下のような作用・効果を得ることができる。
（７）第２実施形態では、スティック２１を、基端部１４と屈曲部１５との螺合による連
結、及び、屈曲部１５と先端部１６との螺合による連結によって取り外し可能に形成した
。
【００７４】
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従って、スティック２１を長期使用等することにより、各部材が疲弊して本来の作用が奏
されないような場合に、交換したい部材ごとに新品と取り替えることができる。また、演
奏者は、弾性体としての炭素繊維の硬さにおいて、個々の好みにあった屈曲部１５を有す
るスティック２１を形成することができるという効果がある。
【００７５】
（８）第２実施形態では、基端部１４に使用する材料において、先端部１６に使用するヒ
ッコリーとは異なるアルミから形成した。
従って、スティック２１の重量バランスにおいて、個々の好みに合うスティック２１を形
成することができるという効果がある。
【００７６】
（９）第２実施形態では、基端部１４の表面に複数の小孔を形成した。
従って、基端部１４の摩擦係数を大きくすることができるとともに、基端部１４を軽量化
することができるという効果がある。
【００７７】
（第３実施形態）
本発明の第３実施形態を図８に基づいて説明する。
本実施形態におけるドラムスティック（以下スティックという。）３１は、第１実施形態
における基端部１４と屈曲部１５とを一体に形成した屈曲基端部３５を備えている点で第
１実施形態のドラムスティック１１と異なっている。すなわち、スティック３１は、屈曲
基端部３５及び先端部１６から形成されている。屈曲基端部３５は、弾性体としてのゴム
から形成され、軸方向の長さが８ cmに形成されている点で第１実施形態の基端部１４と異
なっている。また、屈曲基端部３５の先端側の面に形成された突出部３５ａの外周面に、
先端部１６と螺合して連結するためのねじ山３５ｂが形成されている点で第１実施形態に
おける基端部１４と異なっている。先端部１６は、先端側の側面にねじ孔１６ｃが形成さ
れている点で第１実施形態における先端部１６と異なっている。
【００７８】
従って、スティック３１は、屈曲基端部３５と先端部１６との螺合による連結によって形
成される構成となっているため、スティック３１を形成した後に、取り外し可能な構成と
なっている。
【００７９】
従って、本実施形態によれば、前記各実施形態における作用及び（１）～（３），（７）
，（８）に記載の効果と同等の作用及び効果を奏するとともに、以下のような作用及び効
果を得ることができる。
【００８０】
（１０）第３実施形態では、スティック３１を、屈曲基端部３５と先端部１６との２つの
要素のみから形成したので、３つの構成要素が必要である上記各実施形態と比較して、同
一部材の量産によるコストダウンを図ることができるという効果がある。
【００８１】
（１１）第３実施形態では、スティック３１下端の所定範囲全体を弾性体としてのゴムに
より形成した。
従って、弾性体として同一の部材を使用した場合には、前記各実施形態の場合と比較して
、スティック３１の振り下げ動作等において、演奏者の手の中でのスティック３１基端部
分のぶれをさらに抑制できるという効果がある。
【００８２】
なお、上記各実施形態は以下のような別例に変更して具体化してもよい。
○第１実施形態では、スティックカバー１３によって各部材の連結を補強したが、基端部
１４を先端部１６と何らかの方法で連結する手段、例えば、所定の留め具等によって補強
してもよい。例えば、図９（ｃ）に示すように、コイルスプリングからなる屈曲部１５に
対して軸線方向に貫通して設けた複数のピアノ線４０を、張りを与えた状態で、突出部１
４ｃ及び突出部１６ｄに巻き付けて接着することにより、基端部１４と先端部１６との連
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結を補強してもよい。このようにすれば、スティック１１と別体の部材を省略できるとと
もに、各部材の連結を補強できるという効果がある。
【００８３】
○第１実施形態では、ゴムからなるスティックカバー１３をドラムスティック１１に装着
したが、樹脂、炭素繊維等の他の素材から形成してもよい。また、スティックカバー１３
はなくてもよい。
【００８４】
○第１実施形態では、ステンレスからなるコイルスプリングを屈曲部１５として利用した
が、ステンレス以外の、例えば樹脂、炭素繊維等の他の素材からなるコイルスプリングで
あってもよい。
【００８５】
○第１実施形態では、屈曲部１５に使用したコイルスプリングを突出部１４ａ及び突出部
１６ａに接着したが、締め付けのみによる固定でもよい。
○第２実施形態では、屈曲部１５に対して、基端部１４と先端部１６との両方を取り外し
可能に形成したが、どちらか一方のみを取り外し可能に形成してもよい。
【００８６】
○第２実施形態では、螺合による連結によって、各部材の取り外しを可能にしたが、図９
（ｂ）に示すように、嵌合による連結によって、各部材の取り外しを可能にしてもよい。
【００８７】
○第２実施形態では、基端部１４をアルミから形成したが、例えばアルミ以外の金属、木
材、樹脂、ガラス、セラミックのような他の部材で形成してもよい。また、基端部１４を
弾性体から形成すれば、さらに、演奏者の手首等への衝撃を緩衝することができるという
効果がある。
【００８８】
○第２実施形態では、基端部１４の表面に複数の円型の小孔２２を形成したが、形状や大
きさは、これに限定されず、また、なくてもよい。
○第２実施形態では、基端部１４を中空に形成したが、中空でなくてもよい。
【００８９】
○第３実施形態では、屈曲基端部３５をゴムから形成したが、例えば、コイルスプリング
、樹脂、炭素繊維等の他の弾性体から形成してもよい。
○第３実施形態では、屈曲基端部３５と先端部１６とを取り外し可能に連結したが、取り
外し可能でなくてもよい。
【００９０】
○第１、２実施形態では、基端部１４と先端部１６とを別体として形成したが、図９（ａ
）に示すように、屈曲部１５の軸線に沿って貫通するようにして、一体に形成してもよい
。このようにすれば、ドラムスティックを構成する部品点数を減少することができるとい
う効果がある。
【００９１】
○第２、３実施形態において、第１実施形態におけるスティックカバー１３を装着しても
よい。
○第２、３実施形態において、弾性体としての屈曲部１５又は屈曲基端部３５を中空に形
成してもよい。
【００９２】
○上記各実施形態では、各部材を締め付け、接着又は螺合により連結したが、例えば嵌合
等のようなそれ以外の方法で連結してもよい。また、各部材（基端部１４と先端部１６）
を螺合、嵌合により連結するとともに、さらに接着してもよい。
【００９３】
○上記各実施形態では、屈曲部１５又は屈曲基端部３５を一つの弾性体から形成したが、
２以上の弾性体から形成してもよい。例えば、図１０（ａ）に示すように、屈曲部１５を
中空の樹脂から形成するとともに、その内部にコイルスプリングを挿入して形成したドラ
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ムスティックにしてもよい。
【００９４】
また、図１０（ｂ）に示すように、炭素繊維からなる屈曲基端部３５の先端側のみを中空
に形成し、その内部にゴムを挿入して形成したドラムスティックにしてもよい。このよう
にすれば、屈曲部１５又は屈曲基端部３５の所定箇所の弾性力を変更することができると
いう効果がある。
【００９５】
○上記各実施形態では、打楽器用スティックとしてドラムスティックに具体化したが、木
琴用や太鼓用のスティック、大太鼓のばち等の他の打楽器用スティックに具体化してもよ
い。
【００９６】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、ドラムの叩打力において微妙なコントロールを行
うことができるとともに、演奏者の手首等に対する衝撃を緩衝することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の打楽器用スティックの実施形態を示す斜視図。
【図２】図１の打楽器用スティックの正断面図。
【図３】（ａ）は、図１の打楽器用スティックの説明図。（ｂ）は、図１の打楽器用ステ
ィックのグリップ部近傍の説明図。
【図４】（ａ）は、実験に使用した従来の打楽器用スティックの説明図。（ｂ）は、実験
に使用した図１の打楽器用スティックの説明図。（ｃ）は、実験に使用した機材の説明図
。
【図５】（ａ）は、図４（ａ）の打楽器用スティックの加速度に関する実験データを表す
グラフ。（ｂ）は、図４（ｂ）の打楽器用スティックの加速度に関する実験データを表す
グラフ。
【図６】（ａ）は、図４（ａ）の打楽器用スティックの音の強さに関するデータを表すグ
ラフ。（ｂ）は、図４（ｂ）の打楽器用スティックの音の強さに関するデータを表すグラ
フ。
【図７】この発明の打楽器用スティックの第２の実施形態を示す斜視図。
【図８】この発明の打楽器用スティックの第３の実施形態を示す斜視図。
【図９】（ａ）この発明の別例を示す断面図。（ｂ）この発明の別例を示す断面図。（ｃ
）この発明の別例を示す正面図。
【図１０】（ａ）この発明の別例を示す断面図。（ｂ）この発明の別例を示す断面図。
【符号の説明】
１１，２１，３１…打楽器用スティックとしてのドラムスティック、１２…グリップ部、
１３…連結補強部材及びカバーとしてのスティックカバー、１４…基端部、１５…屈曲部
、１６…先端部、１７…打撃部、１８…先端位置、２２…小孔、２３…基端位置、３５…
屈曲部としての屈曲基端部。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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