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(57)【要約】
【課題】弦を張ってもボディが変形し難いギターを提供
する。
【解決手段】音を共鳴させる空洞状のボディ１０と、該
ボディ１０の表板１１の裏側に配設され、弦７０の端末
を固定する弦端固定具４２とを備えたギター１００であ
って、前記弦端固定具４２は、弦７０の端末を係止する
係止部を備え、該係止部は、前記ボディ１０の表板１１
の裏面から離間した位置に配設されていることを特徴と
するギター１００。なお、前記弦端固定具４２を、ボデ
ィ１０の表板１１の裏側に直接、取付けてもよく、或い
は、前記表板１１の裏側に設けられて該表板１１を補強
するブレーシング１２に取付けてもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音を共鳴させる空洞状のボディと、
　該ボディの表板の裏側に配設され、弦の端末を固定する弦端固定具と
を備えたギターであって、
　前記弦端固定具は、弦の端末を係止する係止部を備え、
　該係止部は、前記ボディの表板の裏面から離間した位置に配設されている
ことを特徴とするギター。
【請求項２】
　前記表板の裏側に設けられて該表板を補強するブレーシングを備え、
　前記弦端固定具は、前記ブレーシングに取付けられている
ことを特徴とする請求項１に記載のギター。
【請求項３】
　前記弦端固定具は、
　前記表板に固定される一対の脚部と、
　弦の端末を挿通させる挿通部を有し、前記一対の脚部間に架設された架設部と
を有するものであり、
　前記係止部は、前記挿通部と連通するように前記脚部に設けられたスリットによって構
成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のギター。
【請求項４】
　前記弦端固定具は、
　前記表板の裏面に立設され、夫々の間に弦の端末を挿通させる複数のリブと、
　該各リブに架設された架設板と
を有するものであり、
　前記係止部は、前記架設板に設けられたスリットによって構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のギター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ギターに関するものであり、特に、弦の音を共鳴させる空洞状のボディを有
するアコースティックギターに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ギターとしては、種々のものがあるが、中には、図７に示すように、弦７０の音を共鳴
させる空洞状のボディ１０と、ボディ１０から突出するネック２０と、ネック２０の先端
に設けられたヘッド３０とを有するギター１があり、このようなギター１は、アコーステ
ィックギターと称されている。
【０００３】
　そして、このような従来のギター１では、ボディ１０のブリッジ４０に弦７０の一端側
が固定され、ヘッド３０のチューニングペグ３１に弦７０の他端側が巻付けられている。
ここで、ブリッジ４０での弦７０の固定を、以下に詳細に説明する。
【０００４】
　図８に示すように、ブリッジ４０は、ボディ１０の表板１１の表側に貼付けられている
。また、表板１１の裏側には、ブリッジ４０に対応する位置に、補強板４１が貼付けられ
ている。そして、ブリッジ４０、表板１１及び補強板４１の夫々には、弦７０を挿通させ
る貫通孔４０ａ，１１ａ，４１ａが設けられている。
【０００５】
　一方、弦７０の一端側の端末には、通常、リング状、ボール状、弾丸状等のエンドピー
ス７１が取付けられており、ブリッジ４０、表板１１及び補強板４１の各貫通孔４０ａ，
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１１ａ，４１ａに弦７０のエンドピース７１を挿入した上で、ブリッジ４１にピン６０を
装着することで、エンドピース７１が補強板４１の裏側に係止され、もって、弦７０の一
端側がブリッジ４０に固定される。
【０００６】
　なお、図８では、ブリッジ４０及び補強板４１の各貫通孔４０ａ，４１ａに弦７０の逃
がし溝を設けた例を示すが、弦７０の逃がし溝が設けらたピン６０を用いる場合には、こ
のような逃がす溝を設ける必要はない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のような構造で弦の一端側がブリッジに固定される従来のギターでは、弦を張ると
、弦の張力によってボディの表板に応力が加わる。具体的に、実際には補強板に弦のエン
ドピースが係止されており、弦の張力（図６の矢印Ａ参照）によって補強板が引っ張られ
、補強板によって表板を裏側から押し上げる応力が加わる。
【０００８】
　よって、従来のギターでは、弦を張ると、表板が部分的に膨れてしまう場合があった。
特に、表板の貫通孔周りに表板を押し上げる応力が局部的に加わるため、表板の貫通孔周
りに変形が生じ易かった。ここで、ギターのボディの形状は、よい音を出すために製作者
が鋭意工夫して設定したものであり、ボディの形状が僅かに変形しても、製作者の意図す
る音色が出せなくなってしまうことがある。よって、弦を張ることでボディが変形してし
まうことは、望ましくない。
【０００９】
　本発明は、上記実情を鑑みてなされたものであり、弦を張ってもボディが変形し難いギ
ターの提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために本発明の採った主要な手段は、
「音を共鳴させる空洞状のボディと、
　該ボディの表板の裏側に配設され、弦の端末を固定する弦端固定具と
を備えたギターであって、
　前記弦端固定具は、弦の端末を係止する係止部を備え、
　該係止部は、前記ボディの表板の裏面から離間した位置に配設されている
ことを特徴とするギター」
である。
【００１１】
　上記構成のギターでは、弦端固定具の弦の端末を係止する係止部、すなわち、弦の端末
を実質的に固定する部位が、ボディの表板の裏面から離間した位置に配設されているため
、弦の張力による応力が係止部に加わっても、この応力がボディの表板に局部的に加わる
ことがない。すなわち、係止部からの応力は、弦端固定具が表板に直接、取付けられてい
る場合には、弦端固定具が表板に接触する面全体に分散され、弦端固定具が介在物を介し
て表板に間接的に取付けられている場合には、介在物が表板に接触する面全体に分散され
る。よって、従来のギターの如く、表板の貫通孔周りに局部的な応力が加わることがなく
、弦を張ってもボディが変形し難いギターとなる。
【００１２】
　上述した手段において、
「前記表板の裏側に設けられて該表板を補強するブレーシングを備え、
　前記弦端固定具は、前記ブレーシングに取付けられている
ことを特徴とするギター」
とするのが好適である。
【００１３】
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　上記構成のギターでは、弦を張った場合に弦端固定具が引っ張られるのであるが、弦端
固定具は、ブレーシングに取付けられており、このブレーシングは、表板を補強するもの
である。よって、弦によって弦端固定具が引っ張られても、この引っ張りの応力は、表板
に局部的に加わることはなく、ブレーシング全体を介して分散されて表板に加わる。よっ
て、ボディが、より変形し難いギターとなる。
【００１４】
　上述した手段において、
「前記弦端固定具は、
　前記表板に固定される一対の脚部と、
　弦の端末を挿通させる挿通部を有し、前記一対の脚部間に架設された架設部と
を有するものであり、
　前記係止部は、前記挿通部と連通するように前記脚部に設けられたスリットによって構
成されている
ことを特徴とするギター」
とするのが好適である。
【００１５】
　上記構成のギターは、弦端固定具の形態を、一対の脚部と、各脚部に架設された架設部
とを有する形態として具体的に限定したものである。換言すれば、弦端固定具の形態を、
断面コ字状のものとしたものである。よって、係止部が離間した位置に配設される弦端固
定具を、単純な構造によって実現することができる。
【００１６】
　上述した手段において、
「前記弦端固定具は、
　前記表板の裏面に立設され、夫々の間に弦の端末を挿通させる複数のリブと、
　該各リブに架設された架設板と
を有するものであり、
　前記係止部は、前記架設板に設けられたスリットによって構成されている
ことを特徴とするギター」
とするのが好適である。
【００１７】
　上記構成のギターは、弦端固定具の形態を、複数のリブと、各リブに架設された架設板
とを有する形態として具体的に限定したものである。このような弦端固定具では、リブと
架設板とによって、共鳴ボックスが形成される。よって、このような弦端固定具を備えた
ギターでは、ボディ内部に小型の共鳴ボックスを有するギターとなり、ボディで共鳴させ
る音色を、さらによい音色に向上させることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　上述した通り、本発明によれば、弦を張ってもボディが変形し難いギターを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係るギターの一例を示す正面図である。
【図２】図１に示したギターのブリッジ部分の縦断面図である。
【図３】弦端固定具の別例を示す要部縦断面図である。
【図４】弦端固定具の別例を示す図であり、ボディの表板の裏側から見た背面図である。
【図５】弦端固定具の別例を示す図であり、ボディの表板の裏側から見た斜視図である。
【図６】弦端固定具の別例を示す図であり、ボディの表板の裏側から見た斜視図である。
【図７】従来のギターを示す正面図である。
【図８】図５に示したギターのブリッジ部分の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
　本発明に係るギターの実施形態としての一例を、以下、図面に従って詳細に説明する。
【００２１】
　図１に、本発明に係るギター１００の一例を示す。
【００２２】
　このギター１００は、弦７０の音を共鳴させる空洞状のボディ１０と、ボディ１０から
突出するネック２０と、ネック２０の先端に設けられたヘッド３０とを有し、弦７０の一
端側をボディ１０のブリッジ４０に固定し、弦７０の他端側をヘッド３０のチューニング
ペグ３１に巻付けるものであり、外観上は、従来のギター１と同様である。なお、図面に
おいて、従来のギター１と同様な構成については、同一の符号を付してある。
【００２３】
　また、本例のギター１００では、一般的な従来のギター１と同様に、ボディ１０の表板
１１の裏側に、表板１１を補強するブレーシング１２が貼付けられている。なお、本例で
は、Ｘ状のブレーシング１２を示すが、ブレーシング１２の形態としては、これに限らず
、Ｈ状や格子状等、適宜設定することができる。
【００２４】
　本例のギター１００が従来のギター１と異なるのは、ブリッジ４０での弦端末の固定の
構造であり、この弦端末の固定の構造を以下に説明する。
【００２５】
　図２に示すように、ボディ１０の表板１１には、表側にブリッジ４０が配設されており
、裏側に弦端固定具４２が配設されている。ここで、表板１１の表側に配設されたブリッ
ジ４０は、両端部分がブレーシング１２と重なるように配置される（図１参照）と共に、
表板１１の表面に貼付けられている。また、弦端固定具４２は、ブリッジ４０と略同一の
外形を呈するものとして板状に形成されており、表板１１の裏側において、ブレーシング
１２に取付けられている。より具体的に、弦端固定具４２は、その両端部分がブレーシン
グ１２に貼付けられている。
【００２６】
　このような弦端固定具４２によって弦７０の端末を固定する場合には、ブリッジ４０、
表板１１及び弦端固定具４２の各貫通孔４０ａ，１１ａ，４２ａに弦７０のエンドピース
７１を挿入し、従来のギター１と同様にピン６０を装着することで、弦７０のエンドピー
ス７１を弦端固定具４２に固定することができる。
【００２７】
　ここで、弦７０のエンドピース７１は、弦端固定具４２の貫通孔４２ａから飛び出たピ
ン６０の先端によって貫通孔４２ａ周りにて係止されて弦端固定具４２に固定されること
から、弦端固定具４２の貫通孔４２ａを、弦７０の端末を係止する係止部として捉えるこ
とができる。そして、本例のギター１００では、弦端固定具４２が、ブレーシング１２を
介して表板１１の裏面から浮いた状態で配設されており、係止部（貫通孔４２ａ）が表板
１１の裏面から離間した位置に配設されている。よって、弦７０の張力が弦端固定具４２
の貫通孔４２ａ（係止部）に加わっても、表板１１の貫通孔１１ａ周りに局部的な応力が
加わることがなく、ボディ１０が変形し難いギターとなっている。
【００２８】
　なお、本例のギター１００では、弦端固定具４２が表板１１の裏面に直接、取付けられ
ておらず、ブレース１２に取付けられている分だけ、従来のギター１に比して、ピン６０
の装着孔が深いものとなっている。よって、従来のギター１のピン６０では短すぎる場合
には、図２の２点鎖線で示すように、表板１１の裏側、すなわち弦端固定具４２側からピ
ン６０を装着し、このピン６０の頭部によって弦７０のエンドピース７１を弦端固定具４
２の貫通孔４２ａに係止させればよい。
【００２９】
　また、図３に示すように、弦端固定具４２の貫通孔４２ａにおいて、ネック２０側にス
リット４２ｂを設けたり、図示は省略するが、弦端固定具４２の貫通孔４２ａ近傍に弦７
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０のエンドピース７１を引掛ける引掛け部を設け、スリット４２ｂや引掛け部を係止部と
して、この係止部によって弦７０のエンドピース７１を弦端固定具４２に係止することが
できるようにしてもよい。このようにすることで、ピン６０を用いることなく、ブリッジ
４０に弦７０の端末を固定することができる。
【００３０】
　ところで、ギター１００に弦７０を張った状態では、ブリッジ４０が弦７０と表板１１
とで挟持された状態となる。よって、表板１１にブリッジ４０を堅固に固定する必要はな
いのであるが、従来のギター１では、ブリッジ４０にピン６０を装着しなければならない
が故に、ブリッジ４０を表板１１に堅固に固定すべく、表板１１に貼付けることが余儀な
くされていた。
【００３１】
　これに対して、上述のようにピン６０を不要とする構造とすれば、ブリッジ４０を表板
１１に堅固に固定する必要がなく、表板１１に対してブリッジ４０を着脱可能とすること
ができる。そして、表板１１に対してブリッジ４０を着脱可能とすれば、使用者の好みに
合わせて、形状、模様、材質等の異なる別のブリッジ４０に容易に交換することができる
ギター１００となる。
【００３２】
　なお、ブリッジ４０を着脱可能な構成とする場合には、ダボ等を用いて表板１１に対し
てブリッジ４０を位置決めできるようにすると、ブリッジ４０の交換を簡便に行うことが
できる。
【００３３】
　また、ブリッジ４０の貫通孔４０ａは、弦７０の端末を挿通させなければならないこと
から必須なのであるが、ブリッジ４０の貫通孔４０ａにピン６０を装着する必要のないギ
ター１００であれば、貫通孔４０ａを用いて種々の装飾部品をブリッジ４０に装着するこ
とができ、ブリッジ４０の装飾を楽しむこともできる。
【００３４】
　図４に、弦端固定具４２の別例を示す。この例では、ブレーシング１２の交差部に弦端
固定具４２が取付けられている。
【００３５】
　ブレーシング１２がＸ字状やＶ字状に交差する交差部を有するものである場合、この交
差部は、表板１１を最も堅固に補強する部分であり、表板１１において、ブレーシング１
２の交差部が最も変形し難い部分である。よって、ブレーシング１２の交差部に弦端固定
具４２を取付けることで、より的確に、ボディ１０が変形し難いギター１００とすること
ができる。
【００３６】
　なお、本例では、繋ぎ板４３を介して弦端固定具４２をブレーシング１２の交差部に取
付けてあるが、弦端固定具４２を交差部に重なる形態として、ブレーシング１２の交差部
に直接、弦端固定具４２を取付けてもよい。
【００３７】
　また、弦端固定具４２がブレース１２や表板１１から離間して不安定となる場合には、
図４の２点鎖線で示すように、表板１１と弦端固定具４２との間の支持台４４や、ブレー
シング１２と弦端固定具４２との間の支持台４５等、適宜の支持台４４，４５を介在させ
てもよい。
【００３８】
　ここで、表板１１と弦端固定具４２との間に支持台４４を設けた態様では、弦７０の張
力による応力が弦端固定具４２から表板１１に加わるのであるが、弦端固定具４２は、ブ
レース１２にも取付けられていることから、応力の全てが表板１１に加わることがなくブ
レース１２に分散される。よって、このような態様であっても、ボディ１０が変形し難い
ギター１００とすることができる。
【００３９】
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　図５に、弦端固定具８０の別例を示す。なお、この例では、ブレーシング１２に干渉し
ないように表板１１の裏面に弦端固定具８０を取付けているが、これに限らず、前述の例
のように、弦端固定具８０をブレーシング１２に取付けてもよい。
【００４０】
　弦端固定具８０は、一対の脚部８１と、各脚８１間に架設された架設部８２とを有する
ものとして、金属板によって断面がコ字状の形態に形成されている。そして、架設部８２
には、弦７０のエンドピース７１が挿通可能な大きさの挿通部８３が設けられており、ネ
ック２０側の脚部８１には、挿通部８３に連通するスリット８４が設けられている。ここ
で、スリット８４は、弦７０の端末のエンドピース７１を係止する係止部を構成するもの
であり、エンドピース７１が挿通不能な幅寸法となっている。よって、挿通部８３に挿通
した弦７０のエンドピース７１をスリット８４に係止させることで（矢印Ｂ参照）、弦７
０の端末を弦端固定具８０に固定することができる。
【００４１】
　このような弦端固定具８０によって弦７０の端末を固定すると、弦７０の張力によって
弦端固定具８０が引っ張られても、エンドピース７１を係止する係止部であるスリット８
４が表板１１から離間しているため、引っ張りの応力が弦端固定具８０の脚部８１全体に
分散されて表板１１に加わる。よって、表板１１の貫通孔１１ａ周りに局部的に応力が加
わることがなく、ボディ１０が変形し難い。
【００４２】
　図６に、弦端固定具９０の別例を示す。なお、この弦端固定具９０も、前述の弦端固定
具８０と同様に、ブレーシング１２に干渉しないように表板１１の裏面に取付けてもよく
、或いは、ブレーシング１２に取付けてもよいものである。
【００４３】
　弦端固定具９０は、表板１１の裏面に貼付けられる底板９１と、底板９１から立設され
た複数のリブ９２と、各リブ９２の上面に架設された架設板９３とを有している。ここで
、リブ９２は、弦７０の張設方向に立設されており、複数のリブ９２が、夫々のリブ９２
間にて弦７０の挿通空間が形成されるように並設されている。そして、架設板９３には、
弦７０の端末のエンドピース７１を係止する係止部を構成するスリット９４が設けられて
おり、リブ９２の間に挿通した弦７０のエンドピース７１をスリット９４に係止させるこ
とで（矢印ｃ参照）、弦端固定具９０に弦７０の端末を固定することができる。
【００４４】
　なお、本例では、弦７０の挿通孔９１ａが穿設された底板９１を介してリブ９２が表板
１１の裏面から立設するようにしてあるが、底板９１を省略して、表板１１の裏面に直接
、リブ９２を立設してもよい。
【００４５】
　また、本例では、架設板９３を、リブ９２のネック２０側の上部を覆う天板９３ａと、
ネック２０側とは反対側にスリット９４が設けられ、天板９３ａの上面に貼着されたスリ
ット板９３ｂとによって構成してあるが、これに限らず、架設板９３を、係止部を構成す
るスリット９４を有する単一の部材によって形成してもよい。
【００４６】
　このような弦端固定具９０によって弦７０の端末を固定すると、弦７０の張力によって
弦端固定具９０が引っ張られても、エンドピース７１を係止する係止部であるスリット９
４が表板１１から離間しているため、引っ張りの応力が弦端固定具９０のリブ９２全体に
分散され、さらに底板９１全体に分散されて表板１１に加わる。よって、表板１１の貫通
孔１１ａ周りに局部的に応力が加わることがなく、ボディ１０が変形し難い。
【００４７】
　また、複数の弦７０の夫々に対応して、対向する一対のリブ９２と、その上部を覆う架
設板９３とによって箱状の空間が形成され、この箱状の空間が共鳴ボックスとなる。よっ
て、弦７０の音を共鳴させるボディ１０内において、さらに個々の共鳴ボックスによって
弦７０の音を共鳴させることができ、ギター１００の音色を向上させることができる。
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【符号の説明】
【００４８】
　１　従来のギター
　１０　ボディ
　１１　表板
　１１ａ　貫通孔
　１２　ブレーシング
　２０　ネック
　３０　ヘッド
　３１　チューニングペグ
　４０　ブリッジ
　４１　補強板
　４１ａ　貫通孔
　４２　弦端固定具
　４２ａ　貫通孔（係止部）
　４２ｂ　スリット（係止部）
　４３　繋ぎ板
　４４　支持台
　４５　支持台
　５０　サドル
　６０　ピン
　７０　弦
　７１　エンドピース
　８０　弦端固定具
　８１　脚部
　８２　架設部
　８３　挿通部
　８４　スリット（係止部）
　９０　弦端固定具
　９１　底板
　９１　貫通孔
　９２　リブ
　９３　架設板
　９３ａ　天板
　９３ｂ　スリット板
　９４　スリット（係止部）
　１００　ギター
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