
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】    身体の任意箇所に装着される時計にし
て、所望のビート音を発するメトロノーム機能及び、所
望のリズム演奏を行うリズムマシン機能を備えると共に
メトロノーム機能又はリズムマシン機能の実行時に、複
数台の時計のビート音又はリズムを同期可能としたミュ
ージシャン及びダンサー用電子時計。
【請求項２】    身体の任意箇所に装着される時計は腕
時計である請求項１記載のミュージシャン及びダンサー
用電子時計。
【請求項３】    同一のビート音又はリズムパターンを
プリセットした複数台の時計のビート音又はリズムの開
始タイミングを、スタート信号により同期させることに
より、複数台の時計のビート音又はリズムの同期手段と
した請求項１又は２記載のミュージシャン及びダンサー

用電子時計。
【請求項４】    スタート信号は電波又は光線により各
時計に送出される請求項１又は２記載のミュージシャン
及びダンサー用電子時計。
【請求項５】    スタート信号は時計に接続自在のケー
ブルから各時計に送出される請求項１又は２記載のミュ
ージシャン及びダンサー用電子時計。
【請求項６】    ＳＭＰＴＥのフレーム表示を可能なス
トップウォッチ機能を備える請求項１から５の何れかに
記載のミュージシャン及びダンサー用電子時計。
【請求項７】    メトロノーム機能又はリズムマシン機
能の実行時に、実行時のテンポに対応して光源の点滅を
行う請求項１から６の何れかに記載のミュージシャン及
びダンサー用電子時計。
【請求項８】    メトロノーム機能又はリズムマシン機
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能の実行時に、実行時のテンポに対応して装着者に振動
を伝達する請求項１から７の何れかに記載のミュージシ
ャン及びダンサー用電子時計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は例えばデジタルウ
ォッチ等の電子時計に関し、より詳細にはミュージシャ
ンやダンサー等が使用するのに最適な発音機能を有する
電子時計に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来電子回路を利用したメトロノーム
や、電子回路を利用して所望のリズム演奏を行うリズム
マシンが公知である。これらは、ミュージシャンが演奏
を行う場合に使用したり、ダンサーがダンスを行う際に
使用されていた。
【０００３】そして、上記の装置はスタンドアロンマシ
ンとして、独立して存在する場合もあるし、電子楽器の
機能の一つとして組み込まれている場合もある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従って、演奏やダンス
にあたってメトロノームやリズムマシンを使用したいと
きは、これら又はこれらを備えた楽器を用意しなくては
ならず、例えばこれらを備えていない場所で、その場の
のりで演奏をしたりダンスをしたい場合や、一寸した時
間を利用して演奏やダンスの練習を行いたい場合にはこ
れらを使用できない不便さがあった。
【０００５】又、本番の演奏でこれらを使用したい場合
で、これらの音を演奏者のみで観客に聞かせたくない場
合には演奏者がヘッドフォーンを装着しなくてはならな
い不便さがあった。同様の不便さはダンスの場合にもあ
り、ダンサーがヘッドフォーンを装着することにより演
出効果を著しく損ねる問題を生じた。
【０００６】この発明は、以上の問題点を解消すること
に加え、従来技術では想像もしなかった新機能を有する
電子時計を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】即ち、この発明の電子時
計は身体の任意箇所に装着される時計にして、所望のビ
ート音を発するメトロノーム機能及び、所望のリズム演
奏を行うリズムマシン機能を備えると共にメトロノーム
機能又はリズムマシン機能の実行時に、複数台の時計の
ビート音又はリズムを同期可能としたことを特徴とす
る。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、この発明の具体的実施例を
添付図面に基づいて説明する。図１はこの発明を実施し
た電子時計の本体Ｗの外観を示す図であり、先ず外観に
表れた部材の簡単な説明を行うことによりこの実施例の
時計の概説とする。ここでは電子時計としてデジタル式
の腕時計を例示しているが、身体の任意箇所に装着され

る時計であれば形式はこれに限定されないことは勿論で
ある。図中符号２は液晶ディスプレー等からなる時計表
示部であり、ここには時刻、日付、曜日等の時計表示が
行われる。又、この実施例においては、この時計にメト
ロノーム機能及びリズムマシン機能の他、ストップウォ
ッチ機能も持たせているものであり、時計表示部２には
切り換え操作によりストップウォッチ表示も行われる。
図中符号５は液晶ディスプレー等からなるＢＰＭ表示部
であり、ここにはメトロノームモード時の設定テンポの
表示の他、拍子の表示も行われる。図中符号６はマトリ
クス表示部であり、リズムマシンモード時にこの表示を
利用してスイッチ操作によりドラム音による所望のリズ
ムパターンを作成する。図中符号１７は、外部に所望の
音を発するためのスピーカー及び電子ブザーの開口であ
る。図中符号１２はＬＥＤである。この実施例において
は、メトロノーム機能又はリズムマシン機能の実行時
に、音ばかりでなく、実行時のテンポに対応した光源の
点滅を行うものであり、図中符号１２はその場合の光源
となるＬＥＤであり、ここでは赤、緑、黄色の３種類の
ＬＥＤを配している。図中符号１６は各種の機能の実行
のための命令を入力するための操作キー部である。
【０００９】次に、この実施例の時計の各機能の詳細を
図５のブロック回路図を参照しながら説明する。図中符
号１は公知のデジタルウォッチの回路からなる時計回路
であり、この時計の初期状態では時刻（秒単位まで）、
日付、曜日を時計表示部２に表示する。尚、後記する同
期機能を利用することにより、複数台のこの発明の時計
の時刻を秒単位で同期させることができる。
【００１０】図中符号３はこの時計をストップウォッチ
として機能させるための、ストップウォッチ回路であ
る。この発明においては、公知のデジタルウォッチのス
トップウォッチ機能の他、ミュージシャンやダンサーが
使用することを前提とした独自のストップウォッチ機能
を持たせている。具体的には、時間、分、秒および１／
１００秒の表示能力を有する他、切り換え操作によりＳ
ＭＰＴＥ（Ｓｏｃｉａｔｙ  ｏｆ  Ｍｏｔｉｏｎ  Ｐｉ
ｃｔｕｒｅ  ａｎｄ  Ｅｎｇｉｎｅｅｒ）規格の３０フ
レーム表示を行うことが可能としている。又、テンポを
指定することにより、その時間までに何小節と何拍演奏
できるかを表示することも可能としている。以上のスト
ップウォッチ表示は、初期状態では時計表示がなされて
いる時計表示部２に切り換え操作により表示される。
【００１１】図中符号４はこの時計をメトロノームとし
て機能させるための、メトロノーム回路である。ここで
は、メトロノームのビート音は電子ブザー回路９により
生成される電子ブザー音により表現される。又、設定で
きるテンポは２０ＢＰＭ～５００ＢＰＭ程度とし、設定
間隔を１／１００ＢＰＭで指定できるようにしている。
メトロノームの設定はＢＰＭ表示部５を利用して行われ
るものであり、ここにはスタートしてからの小節数も表
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示される。又、ボタンを押す間隔を測定してテンポを表
示するＴＡＰテンポ機能も搭載している。
【００１２】図中符号７はこの時計をリズムマシンとし
て機能させるための、リズムマシン回路である。ここで
は、リズムパターンを構成するのにもっともベーシック
とされるバスドラム（ＢＤ）、スネアドラム（ＳＤ）、
クローズドハイハット（ＨＨ）、オープンハイハット
（ＯＨ）の音をＰＣＭ音源として内蔵してあり、スピー
カー１０より再生する。そして、リズムパターンは所望
のリズムパターンをマトリクス表示部６を利用して作成
することができる他、初心者のために予め複数パターン
（ここでは２０パターン）をプリセットして選択可能と
もしている。
【００１３】図２はマトリクス表示部６を示す図である
が、各ドラム（ＯＨ、ＨＨ、ＳＤ、ＢＤ）毎に横に並ぶ
１６のドット６Ａの一つが１６分音符に相当し、このマ
トリクス全体が１小節を表しており、操作キー部１６の
アローキーを使用しマトリクスの位置を選択し、そのド
ットを埋めること（６Ｂ）で発音させる。

【００１４】更に、ここではダンスミュージックには欠
かせないスイング機能（１６分音符を２つ一組にし、そ
の間隔を広げていく効果）を４段階搭載する。
【００１５】又、前記した電子ブザー回路９を利用した
アルペジオを重ねることも可能としている。ドラムマシ
ーンにシーケンスフレーズを組み合わせたアンサンブル
は、ダンスミュージックの世界では定番となっているも
のであり、これによりより音楽的なサウンドを再現する
ことが可能となる。
【００１６】図中符号９はメトロノーム回路４及びリズ
ムマシン回路７からの制御信号によりＬＥＤ１２を点滅
させる、ＬＥＤ駆動回路である。この実施例において
は、メトロノーム機能又はリズムマシン機能の実行時
に、音ばかりでなく、実行時のテンポに対応したＬＥＤ
１２の点滅を行うことにより、リズムの視覚的表現及び
パフォーマンス性を持たせているものであり、ここでは
赤、緑、黄色の３種類のＬＥＤを配している。
【００１７】以下は、この場合のＬＥＤ１２の点滅パタ
ーンの具体例である。

                        （メトロノームモード時）
  パターン１      赤・・・小節の始めごとに点灯
                  緑・・・赤点灯時以外の拍の始めごとに点灯
                  黄・・・消灯
  パターン２      赤・・・小節の始めごとに点灯
                  緑・・・赤点灯時以外の拍の始めごとに点灯
                  黄・・・緑点灯時以外の８分音符ごとに点灯
  パターン３      赤・・・小節の始めごとに点灯
                  緑・・・赤点灯時以外の拍の始めごとに点灯
                  黄・・・緑点灯時以外の１６分音符ごとに点灯
                        （リズムマシンモード時）
  パターン１      赤・・・小節の始めごとに点灯
                  緑・・・赤点灯時以外の拍の始めごとに点灯
                  黄・・・緑点灯時以外の８分音符ごとに点灯
  パターン２      赤・・・小節の始めごとに点灯
                  緑・・・赤点灯時以外の拍の始めごとに点灯
                  黄・・・緑点灯時以外の１６分音符ごとに点灯
  パターン３      小節ごとに全点灯
                  ２拍目・・・赤点灯
                  ３拍目・・・緑点灯
                  ４拍目・・・黄点灯
  パターン４      全消灯

【００１８】尚、メトロノーム機能又はリズムマシン機
能の実行時に、音の他に実行時のテンポに対応した表示
を行うのは、上記のＬＥＤに限らず、例えば時計にバイ
ブレータ（図示せず）を内蔵し、装着者に表示を振動と
して伝達してもよい。
【００１９】図中符号１３はメトロノーム機能又はリズ
ムマシン機能の実行時に、複数台の時計のビート音又は
リズムを同期させるための同期制御部である。この発明
の時計は、リズムマシン機能やメトロノーム機能といっ

た音楽に欠かせない機能を搭載しているが、音楽の世界
ではテンポ、小節、拍といった概念があり、いずれも一
つの楽曲の中ですべての楽器や機械が同期していなくて
は意味がない。従って、この発明の時計を２台以上使用
する場合にも同期がとれていれば、すべての時計で同じ
テンポ、小節、拍を奏でることができ、ダンスパフォー
マンスやライブイベントなどで大いに活用することがで
きる。しかしながら、この発明は時計というアクティブ
な製品の性格上、同期用の信号で常にリンクするという
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方式では余り現実的ではない。そこでここでは、テンポ
を固定しておきスタートの信号だけ同期をとる方式を採
用した。即ち、同一のビート音又はリズムパターンをプ
リセットした複数台の時計の、ビート音又はリズムの開
始タイミングをスタート信号により同期させることによ
り、複数台の時計のビート音又はリズムを同期させるも
のであり、同期が必要なのはスタート時だけであるから
後は接続を切ってしまっても、精度から考えて１時間～
２時間程度はほぼ同期がとれた状態になると予想され
る。この方式を使用することによって、スタンドアロン
で動きながら他の機器との同期を実現することができ、
更に、この機能を応用することによってストップウォッ
チの同期や自動時計合わせ機能などを実現することもで
きる。
【００２０】上記の方式の同期のためには、各時計の同
期制御部に送受信部１４からスタート信号の授受を行わ
なければならない。ここでは、その手段として送受信部
１４として赤外線送受信装置を採用しているが（図１に
おける図中符号１５Ａはこの場合の発光素子、１５Ｂは
受光素子を指す。）、スタート信号の授受の手段はこれ
に限らず、無線でも、或いは接続自在のケーブルをスタ
ート時のみ各時計に接続する手段でもよいことは勿論で
ある。又、スタート信号は各時計間で授受する他、スタ
ート信号を複数個の時計に同時に送出するホスト機を用
意し、各時計には送信機能は備えず、専らこのホスト機
からの受信により同期をとるようにしてもよい。
【００２１】尚、ここでは、同期演奏中に演奏を中止し
た場合を想定し、もう一度同期の手続きを踏まなくても
同期を継続することを可能とするために、演奏のスター
ト指示を出してからいちばん始めに来る小節のトリガー
でリズムマシーンやメトロノームをスタートさせる機能
を搭載している。
【００２２】ところで、この発明の時計は、時計機能の
他に、発音、発光機能を備えていることより消費電力が
通常の時計より大きく、しかも、演奏やダンスに伴って
発音、発光されるためにその実行時間は長く、現在の技
術では時計に内蔵可能な電池の寿命は短時間で尽きてし
まう。そこで、ここでは時計やメモリー部の電源は従来
通り内蔵した電池による内蔵電源２０とし、その他のメ
トロノーム、リズムマシーン、ＬＥＤなどの比較的消費
電力の高い機能に必要な電池は外部電源２１として時計
外に設ける構成としている。この場合、時計外に設ける
電池は例えば時計のバンドに内蔵したり、装身具に内蔵
してもよく、この場合には体裁が良く、しかも交換が容
易な利点を得られる。図３は、電池を内蔵する装身具と
してブレスレット２１Ａを採用した例を示す図であり、
ここでは電池の残量表示部２２Ａを設けている。同じ
く、図４は電池を内蔵する装身具として指輪２１Ｂを採
用した例を示す図であり、ここでも電池の残量表示部２
２Ｂを設けている。

【００２３】
【発明の効果】以上の構成よりなるこの発明の時計は次
の特有の効果を奏する。
時計という、日常的でしかも常に身につけている道具

を利用して、専用のメトロノームやリズムマシンを用意
しなくても、その場ののりで演奏をしたりダンスをした
り、一寸した時間を利用して演奏やダンスの練習を行う
ことを可能とする。
【００２４】 同様の理由より、プロのミュージシャン
やダンサーでなくとも、この発明の時計を利用して日常
的に演奏やダンスを楽しむことが可能となる。
【００２５】 一人の場合はこの発明の時計を利用し
て、そのままリズムパターンを聞いて踊ることができる
ことは勿論であるが、数人のグループになったときに
は、同じリズムパターンを選択し、更に同期機能を使用
することにより全員に同じリズムパターンを聞かせるこ
とができるので、同時にダンスをすることが可能とな
る。一方、この場合、同じリズムパターンが重なるた
め、音量的にも増幅されることとなり、特別な楽器やリ
ズムマシンを使用しなくても、同様の効果を得ることが
でき、ストリートパフォーマンス時に有用である。
【００２６】 同じく同期機能を利用し、リズムマシン
機能を使用しながら光源の点滅を行うことにより、ライ
トパフォーマンスを行いながらダンスを行うことができ
る。更に、この場合、マスターテンポをＢＧＭとリンク
することにより、曲に同期したライトパフォーマンスを
実現できる。
【００２７】 コンサートやイベント会場でこの発明の
時計を持っている観客に対し、入場時に同期機能を用い
て同期を行い、コンサートの中でそのテンポにあった曲
を演奏して観客にライトパフォーマンスを楽しませるこ
とができる。これによって、ステージと観客を一体化し
たイベントが可能となる。
【００２８】 同期を使用したライブの場合、通常ドラ
マーがクリックを聞くわけであるが、イントロなどでギ
ターのみやピアノのみ、もしくはボーカルのみといった
場合に、同期機能とメトロノーム機能もしくはライト機
能を使用することで、ミュージシャンがクリック用のヘ
ッドフォンをしなくても対応することができる。
【００２９】 以上のように、この発明の時計は本機は
ミュージシャン及びダンサーにとって、今までにない携
帯ツールとしての魅力を持っており、これをデジタルウ
ォッチに実施した場合は、スポーツのジャンルでの使用
が殆どの現在のデジタルウォッチに、音楽という新たな
切り口を開拓し、その需要を高める効果が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の電子時計の本体部分の正面図。
【図２】同上、マトリクス表示部の拡大図。
【図３】同上、外部電源の一例を示す斜視図。
【図４】同上、外部電源の一例を示す斜視図。
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【図５】同上、電気回路の一例を示すブロック図。
【符号の説明】
Ｗ      時計の本体
２      時計表示部

５      ＢＰＭ表示部
６      マトリクス表示部
１２    ＬＥＤ

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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