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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
楽器本体と、該楽器本体から延設された棹とを備える弦楽器の前記棹に取り付けられ、ヘ
ッドに配置された張弦装置から該棹上を該楽器本体上にわたって張設された弦の中間部を
振動自在に支持する臨界接触点を形成するとともに、前記張弦装置で調弦した弦を固定す
るための弦楽器用ナットであって、
　前記弦を支持するために前記棹上に配置されるナット本体と、
　該ナット本体上に配置され、前記弦を押圧して前記ナット本体に圧接させることによっ
て、該ナット本体との間に前記弦を挟持してその移動を抑制するためのロッキング部材と
を備え、
　前記ナット本体上には前記弦を圧接させて前記ロッキング部材とで挟持するための圧接
部が設けられており、
　該圧接部よりも前記楽器本体側に近接した該ナット本体上の部位には、該圧接部に比べ
て前記弦側へ突出する凸部が設けられており、該凸部は、棹の幅方向へ延びる凸条状に形
成され、該凸部に前記弦を当接させることで該凸部の表面上に前記臨界接触点を形成する
とともに、
　前記凸部が形成されている位置よりも前記圧接部側に近接した前記ナット本体上の部位
には、その内底面へ向かうに従い幅が狭くなるように形成され、前記弦の張設方向と交差
する棹の幅方向へ前記弦が移動するのを抑制するための溝部が形成されており、当該溝部
により前記臨界接触点よりも圧接部側の位置において前記弦の前記幅方向への移動を抑制
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することを特徴とする弦楽器用ナット。
【請求項２】
前記凸部は、前記弦の張設方向に沿う断面の形状が弧状をなすことを特徴とする請求項１
に記載の弦楽器用ナット。
【請求項３】
前記凸部は、前記ナット本体において前記楽器本体側の角部に設けられていることを特徴
とする請求項１又は請求項２に記載の弦楽器用ナット。
【請求項４】
楽器本体と、該楽器本体から延設された棹とを備える弦楽器の前記棹に取り付けられ、ヘ
ッドに配置された張弦装置から該棹上を該楽器本体上にわたって張設された弦の中間部を
振動自在に支持する臨界接触点を形成するとともに、前記張弦装置で調弦した弦を固定す
るための弦楽器用ナットであって、
　前記弦を支持するために前記棹上に配置されるナット本体と、
　該ナット本体上に配置され、前記弦を押圧して前記ナット本体に圧接させることによっ
て、該ナット本体との間に前記弦を挟持してその移動を抑制するためのロッキング部材と
を備え、
　前記ナット本体上には前記弦を圧接させて前記ロッキング部材とで挟持するための圧接
部が設けられており、
　該圧接部よりも前記楽器本体側に近接した該ナット本体上の部位には、該圧接部に比べ
て前記弦側へ突出する凸部が設けられており、該凸部に前記弦を当接させることで該凸部
の表面上に前記臨界接触点を形成するとともに、
　前記ナット本体上で前記凸部が形成されている部位には、前記弦の張設方向と交差する
棹の幅方向へ前記弦が移動するのを抑制するための溝部が該溝部の内底面に前記凸部を有
するように形成されるとともに、当該溝部は、それぞれの対向する一対の内側面がブリッ
ジ側へ向かうにつれて互いに離間するテーパ状をなすように形成されており、当該溝部に
より前記臨界接触点において前記弦の幅方向への移動を抑制することを特徴とする弦楽器
用ナット。
【請求項５】
前記凸部が球形状に形成されたことを特徴とする請求項４に記載の弦楽器用ナット。
【請求項６】
前記ナット本体における前記圧接部と前記凸部との間には、前記弦が前記圧接部に圧接さ
れた状態で振動するときに、該弦が、溝部の内底面と接触するのを回避するために設けら
れた空間である干渉回避部が設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のい
ずれか１項に記載の弦楽器用ナット。
【請求項７】
前記干渉回避部は、前記圧接部を前記弦の張設方向に沿う断面の形状が弧状をなすように
形成するとともに、前記ロッキング部材を該圧接部に対向しない両端部の断面の曲率が該
圧接部に対向する部分の断面の曲率より小さい曲率の弧状に形成することで形成している
ことを特徴とする請求項６に記載の弦楽器用ナット。
【請求項８】
請求項１乃至請求項７のうちいずれか１項に記載の弦楽器用ナットを備えたことを特徴と
する弦楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気ギター等の弦楽器で使用するナット及び弦楽器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　弦楽器、例えば、電気ギターでは、図７に示すように、楽器本体６１（ボディ）と、同
楽器本体６１から左側に延設された棹６２（ネック）とを有している。本願では、説明の
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便宜上、電気ギター（右利きの演奏者用）を使用する姿勢において、弦６４の張設方向に
沿った左側を「左」、弦の張設方向と直交する方向に沿った上側を「上」、これら２方向
と直交する表面側を「前」ということがある。楽器本体６１にはテイルピース６３が設け
られており、このテイルピース６３には弦６４の一端部が固定されている。一方、棹６２
の先端部６５（ヘッド）には調弦装置６６（ペグ）が設けられており、この調弦装置６６
には、弦６４の他端部が巻き付けられている。したがって、弦６４は弦楽器に張力（テン
ション）が与えられながら固定されている。また一方、弦６４は、楽器本体６１に設けら
れたブリッジ６７と、棹６２に設けられたナット６８により、楽器本体６１の表面及び棹
６２の表面である指板６２ａ（フィンガーボード）から浮かされて支持されている。そし
て、弦楽器が演奏音（以下、「音」と記載する）を生み出す際には、ブリッジ６７及びナ
ット６８による支点がそれぞれ弦６４に対する臨界接触点となり、これら臨界接触点を両
端の節として弦６４が振動するようになっている。
【０００３】
　さて、電気ギターの奏法には、演奏者の感情等を表現すべく、弦６４の張力を変えるこ
とによって音を震わせたり、音の高低の度合（ピッチ）を変えたりする方法がある。この
ような奏法の例として、すべての弦６４の張力を同時に変化させるアーミング奏法、各弦
６４の張力を個別に高めるチョーキング奏法等が挙げられる。なお、アーミング奏法では
、すべての弦６４でピッチを同時に変化させるためのトレモロ装置が使用される。
【０００４】
　ところで、上記各奏法を行うとき、弦６４の張力が大きく変化し、弦６４はナット６８
に対し張力を変える前の位置（変化前位置）から大きく移動する。そして上記各奏法から
通常奏法へ復帰した際、ナット６８に対する弦６４の摩擦抵抗等を要因として、弦６４が
変化前位置に戻りにくくなるため、たとえブリッジ６７及びナット６８の各支点間におけ
る弦６４の長さ（以下、「弦長」と記載する）が変わらなくても張力が完全に元に戻らず
音程に狂いが生じる場合がある。さらに、張力を高めた結果、調弦装置６６に大きな力が
掛かってしまい、調弦装置６６が備えるウオームギアが逆回転してしまうことや、弦６４
の調弦装置６６への巻き付け位置がずれてしてしまうこともある。
【０００５】
　そこで、例えば、特許文献１及び特許文献２に示す電気ギターは、ロッキング部材を用
いて弦をナットに固定することで、このような奏法を多用した場合も音程の狂いを抑制す
ることができるように構成されている。以下、このロッキング部材を備えるナットについ
て、図８及び図９を用いて説明する。図８は、ロッキング部材を備えるナットの分解斜視
図を示す。また、図９は、ロッキング部材を用いて弦６４をナット６８に固定した状態の
断面図を示す。
【０００６】
　図８に示すようにナット６８は、棹６２に対して複数本のねじ（図示略）により固定さ
れている。ナット６８において、弦６４が接触するナット表面７１は、図９に示すように
断面弧状に形成されており、その一部に弦６４を圧接させて固定させるための圧接部７１
ａが形成されている。ナット表面７１で弦６４の張設方向における両端部には、それぞれ
支持壁７２が概ね前側に立設されている。各支持壁７２には、それぞれ複数の溝部７３が
側面視Ｖ字状をなすように切り欠き形成されている。弦６４の張設方向において、支持壁
７２同士の各溝部７３は互いに対向するように配設されており、これら溝部７３の内部に
弦６４が収容されている。そして、溝部７３の内部に収容された弦６４は、弦６４の張設
方向と交差する方向（使用姿勢では上下方向であり、棹６２の幅方向）へ移動しようとす
る場合、溝部７３の内面へ接触することによって棹６２の幅方向への移動が規制されるよ
うになっている。なお、各溝部７３の内底面７３ａと、ナット表面７１とは、略面一で一
様に繋がっている。
【０００７】
　ロッキング部材は、ナット表面７１に載せられる押圧駒７４と、押圧駒７４をナット表
面７１に押圧する調整ねじ７５とから構成され、調整ねじ７５は、ナット表面７１に設け
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られたねじ孔７６に螺入される。押圧駒７４は、正面視で矩形状に形成され、その略中央
には調整ねじ７５を挿通するための挿通孔７７が設けられている。調整ねじ７５は、挿通
孔７７に挿通された状態で、その先端に螺刻されたねじ部７５ａをねじ孔７６に螺入する
ことにより、その頭部７５ｂの下面で押圧駒７４をナット表面７１側に押圧可能に構成さ
れる。そして、弦６４をナット表面７１の圧接部７１ａに載せ、且つ溝部７３の内部に収
容した状態で、押圧駒７４をナット表面７１の圧接部７１ａに載せて調整ねじ７５で締め
付けることにより、押圧駒７４に押圧された弦６４はナット表面７１の圧接部７１ａに圧
接されてナット６８に固定される。
【０００８】
　ここで、弦６４をナット６８に固定した場合、もし仮に押圧駒７４の下面７８が弦６４
に対して、弦６４の張設方向に沿う両端部７８ａで接触するような場合であれば、その両
端部７８ａが接触する弦６４の部分に押圧駒７４からの押圧による応力が集中しやすくな
り、ここで弦６４が切れやすくなる。そこで、押圧駒７４の下面７８の両端部７８ａは、
ナット表面７１から浮かせるように押圧駒７４の下面７８の他箇所に比べて曲率が小さく
変えられている。そして、押圧駒７４の下面７８の両端部７８ａと、弦６４との間には、
応力の集中を緩和するための間隙７９が形成されている。
【特許文献１】特開２００３－１２２３６７号公報
【特許文献２】米国特許第４１７１６６１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　さて、弦楽器の演奏者は、チューニングメータなどを使用しつつ、調弦装置６６で弦６
４を巻き上げたり、緩めたりして弦６４に付与される張力を変えることにより、厳密に調
音作業を行う。そして、演奏者は、調音作業を完了した状態においてロッキング部材でナ
ット６８に弦６４を固定することにより、調整された調音状態を維持するようにしている
。
【００１０】
　しかし、たとえ厳密な調音作業を行い、ロッキング部材で弦６４の張力変化に起因する
音程の狂いを抑制しても、ロッキング部材でナット６８に弦６４を固定した弦楽器は、そ
の演奏時に、いわゆる「ビレ音」と呼称される異音を発生させる場合がある。このビレ音
が発生した場合、楽器本来の音色が損なわれるため、演奏者の表現が妨げられたり、演奏
者が興醒めしたりしてしまう。そこで、ロッキング部材でナットに弦を固定する弦楽器に
おいては、このビレ音を抑制することが強く要求されている。
【００１１】
　ここで、「ビレ音」の発生する要因について、図１０（ａ）～（ｃ）を使用して説明す
る。本願でいう「ビレ音」とは、弦楽器において、振動する弦６４が他の部分と干渉する
ことによって発生する異音である。いわゆる「ビビリ音」ともいう。このビレ音には、様
々な原因があるが、ここではナット６８に起因するビレ音について考察する。
【００１２】
　まず、ナット６８に必要とされる機能を挙げる。弦楽器に使用されるものであるが故に
、ナット６８に必要とされる第１の機能は、好適な音色を生み出すべく、弦６４に対して
安定した臨界接触点を形成することである。この第１の機能を満たすために望まれる構成
は、弦６４における演奏時に振動する中間部の弦長を変化させないように、ナット６８上
で臨界接触点が形成される部位を尖鋭状とし、その尖鋭状の部位で弦６４の張設方向に沿
う一点を支持することである。なお、臨界接触点が形成される部位の形状を具体的に挙げ
るならば、例えば刃先状が挙げられる。しかし、弦６４の張設方向に沿う一点をナット６
８における尖鋭状の部位で支持すれば、張力等による応力がこの一点に集中してしまい、
弦６４が切れる、或いは折れる等して弦６４が損なわれてしまうという問題がある。また
、弦６４が折れて癖がつけば、ナット６８に対する弦６４の摩擦抵抗が増すため、調音作
業等を行うときにナット６８に弦６４が引っ掛かる等しやすくなり、弦６４をナット６８
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に対して円滑に移動させることができなくなるという問題もある。
【００１３】
　この第１の機能で問題としたことが、まさにナット６８に必要とされる第２の機能であ
る。すなわち、第２の機能は、弦６４を損なわず、さらにはナット６８に対する弦６４の
移動を円滑にすることである。この第２の機能を満たすために望まれる構成は、弦６４が
ナット６８上で急激に折れ曲がらないように、ナット６８の形状をそのナット表面７１が
断面円弧状をなすように形成し、そのナット表面７１に対して弦６４を張設方向がナット
表面７１の折線方向となるように緩やかに湾曲させて接触させることである。なお、この
場合のナット６８の形状を具体的に挙げるならば、円筒形状、断面扇状等が挙げられる。
そして、ナット６８をこのような形状とした場合、そのナット表面７１の円弧の頂点を臨
界接触点とすることにより、弦６４を略一点で支持することができるとともに、この一点
に応力が集中しにくく、さらにナット６８に対する弦６４の摩擦抵抗も小さくなる。しか
し、このような形状とした場合、弦６４はその張設方向においてナット６８の臨界接触点
から離れるに従いナット表面７１から緩やかに離れるため、臨界接触点付近では弦６４と
ナット６８（ナット表面７１）との間の距離が近接している。そのため、演奏時に振動す
る弦６４がナット表面７１の円弧の頂点よりも楽器本体側の部分と干渉しやすくなり、異
音が発生しやすくなるという問題が生じてしまう。つまり、ブリッジ６７とナット６８と
の間で、弦６４は、楽器本体６１の表面及び棹６２の表面のそれぞれからできる限り離隔
されて支持されることが望ましい。
【００１４】
　では、上記の第１の機能及び第２の機能で挙げた問題を解決することを目的として、従
来のナット６８がどのような構成とされているかを説明する。従来のナット６８は、基本
的には、前述した例えば円筒形状をなすナット６８の断面円弧状のナット表面７１を、そ
の弦６４との接点で半径方向に切り欠き、その接点を臨界接触点とする形状となるように
形成されている。これが、図１０（ａ）に示す形状である。つまり、同図は、静止状態に
ある弦６４の張設方向に沿ったナット６８の断面図であり、従来のナット６８における一
つの理想的な形状を示したものである。同図中において、弦６４の張設方向と、支持壁７
２における溝部７３の内底面７３ａのなす角度を「角度α（°）」とする。このαは、上
記の考えから鑑みて、理想値は０である。この場合、弦６４が静止状態であれば、臨界接
触点（図中に三角（▲）で示す）は、外観上はナット６８の楽器本体６１側の角部に形成
されているように見える。そして、この臨界接触点よりも棹６２の先端側（図１０（ａ）
では左側）に、押圧駒７４が弦６４をナット６８のナット表面７１に圧接させる固定点８
０が設定される。
【００１５】
　しかしながら、弦６４の動きは動的なものであるが故、臨界接触点が常に図１０（ａ）
で示した位置になるとは限らない。つまり、図１０（ｂ）に示すように、演奏時に静止状
態から振動する弦６４は、支持壁７２における溝部７３の内底面７３ａから遊離する可能
性が高く、この場合、臨界接触点がナット６８の奥側（押圧駒７４側）に大きく移動して
しまう。そして、振動する弦６４が溝部７３の内底面７３ａに対して接触、遊離を繰り返
すことにより、弦６４と溝部７３の内底面７３ａとが干渉してビレ音を発生させる。
【００１６】
　そこで、弦６４のブリッジ６７から延びる方向と、溝部７３の内底面７３ａのなす角度
α（°）を所定の大きさ以上に設定する必要がある。すなわち、α（°）を所定の大きさ
以上として、ナット６８に弦６４を傾斜状態で支持させることにより、臨界接触点がナッ
ト６８の楽器本体６１側の角部から大きく位置ずれしないように工夫がなされている。一
方、角度α（°）は、演奏者の好みによるブリッジ部分での弦高調整により変化する値で
あり、それだけでなく棹６２の全体の角度、あるいはそのうねり、棹６２上におけるナッ
ト６８の取り付け面の（加工）状態、ナット６８の取り付け方などに影響される値でもあ
る。そこで、この変化に対応するため、角度α（°）はある程度のマージンを見込んだ角
度となるように設定する必要がある。
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【００１７】
　このようにマージンを見込んで角度α（°）を大きくした状態が、図１０（ｃ）に示す
状態である。同図に示すように、角度α（°）を大きくすれば、臨界接触点が内底面７３
ａの角部に形成されるとともに、静止状態は言うに及ばず、演奏中も弦６４が臨界接触点
から遊離しにくくなるように見える。しかしながら、弦６４は、鋼鉄のピアノ線や、さら
に一本のピアノ線を芯として、この芯にピアノ線等の金属線をコイル状に巻き付けたもの
から作られており、その剛性が高く、柔軟性に劣る。従って、角度α（°）を大きくする
のみでは、弦６４がナット表面７１に沿うように、弦６４を臨界接触点よりもナット６８
の内側で直ちに折り曲げることは非常に難しい。このため、かえって臨界接触点よりもナ
ット６８の内側では、弦６４がナット表面７１から遊離した部分ができてしまい、この遊
離した部分が不安定な状態となる。この状態で弦６４を演奏のため振動させれば、臨界接
触点を支点としてナット表面７１から遊離した部分にも振動が生じ、弦６４とナット表面
７１とが干渉して断続的に接触して異音、つまりビレ音を発生させる。ギターの弦６４は
、ピック等で爪弾いた時に、その弦長に対応した基本モードの振動により所定の音程で音
が出るが、弦６４は、この基本モードの振動の他、その弦長が分割されて高次の振動を生
じ、これが複雑に絡み合って弦をうねらせるように振動し弦楽器独特の音色となる。この
ため、図１０（ｃ）に示す弦６４がナット表面７１から遊離したわずかな部分でも振動さ
せることがある。
【００１８】
　本発明は、このような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その
目的とするところは、演奏時の異音の発生を抑制することができるナット及び弦楽器を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記課題を解決するため、請求項１に係る弦楽器用ナットでは、楽器本体と、該楽器本
体から延設された棹とを備える弦楽器の前記棹に取り付けられ、ヘッドに配置された張弦
装置から該棹上を該楽器本体上にわたって張設された弦の中間部を振動自在に支持する臨
界接触点を形成するとともに、前記張弦装置で調弦した弦を固定するための弦楽器用ナッ
トであって、前記弦を支持するために前記棹上に配置されるナット本体と、該ナット本体
上に配置され、前記弦を押圧して前記ナット本体に圧接させることによって、該ナット本
体との間に前記弦を挟持してその移動を抑制するためのロッキング部材とを備え、前記ナ
ット本体上には前記弦を圧接させて前記ロッキング部材とで挟持するための圧接部が設け
られており、該圧接部よりも前記楽器本体側に近接した該ナット本体上の部位には、該圧
接部に比べて前記弦側へ突出する凸部が設けられており、該凸部は、棹の幅方向へ延びる
凸条状に形成され、該凸部に前記弦を当接させることで該凸部の表面上に前記臨界接触点
を形成するとともに、前記凸部が形成されている位置よりも前記圧接部側に近接した前記
ナット本体上の部位には、その内底面へ向かうに従い幅が狭くなるように形成され、前記
弦の張設方向と交差する棹の幅方向へ前記弦が移動するのを抑制するための溝部が形成さ
れており、当該溝部により前記臨界接触点よりも圧接部側の位置において前記弦の前記幅
方向への移動を抑制することを要旨とする。
【００２０】
　請求項１に係る発明では、ナット本体上において、弦を圧接させる圧接部及びロッキン
グ部材よりも楽器本体側となる部位に凸部が設けられ、この凸部の表面上に臨界接触点を
存在させている。この凸部は圧接部に比べて弦側へ突出しているため、臨界接触点では弦
が圧接部よりも押し上げられた状態となる。従って、振動時の弦は、凸部の臨界接触点か
ら遊離しにくくなる。さらに、弦上でロッキング部材により圧接部に圧接された部位のう
ち楽器本体側の部位を固定点とした場合、固定点から臨界接触点までの範囲において、弦
はナット本体に対し、これら固定点及び臨界接触点の２点でのみ点接触した状態とされる
。このため、弦の固定点から臨界接触点までの範囲をナット本体に面接触させた場合に比
べ、振動時における弦の他の部分との干渉が発生しにくくなる。その結果、弦楽器の演奏
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時に弦の振動が圧接部、ロッキング部材等の他の部分に干渉することで発生する異音を抑
制できるという効果がある。
　また、凸部よりもヘッド側に配置された溝部を設けたことにより、複雑な動きをする振
動時の弦が、該溝部に干渉することなしに、棹の幅方向へ大きく移動することを規制する
ことができる。そのため、従来のいわゆるロックナットのように溝部が異音の原因となる
ことがない。
【００２１】
　請求項２に係る発明では、請求項１に記載の弦楽器用ナットにおいて、前記凸部は、前
記弦の張設方向に沿う断面の形状が弧状をなすことを要旨とする。
【００２２】
　請求項２に係る発明では、凸部の表面を曲面状としたことにより、凸部の表面に対する
弦の摩擦抵抗を減少させることができるとともに、該凸部の表面で弦が大きく変形するこ
とによる弦の切断等を抑制することができるという効果がある。
【００２３】
　請求項３に係る発明では、請求項１又は請求項２に記載の弦楽器用ナットにおいて前記
凸部は、前記ナット本体において前記楽器本体側の角部に設けられていることを要旨とす
る。
【００２４】
　請求項３に係る発明では、凸部は、ナット本体において楽器本体側の角部に設けられて
いるため、凸部よりも楽器本体側には、溝部の内底面等のような弦に接触又は干渉し得る
部分が存在しない。このため、凸部よりも楽器本体側における異音の発生を効果的に抑制
することができる。
【００２５】
　請求項４に係る発明では、楽器本体と、該楽器本体から延設された棹とを備える弦楽器
の前記棹に取り付けられ、ヘッドに配置された張弦装置から該棹上を該楽器本体上にわた
って張設された弦の中間部を振動自在に支持する臨界接触点を形成するとともに、前記張
弦装置で調弦した弦を固定するための弦楽器用ナットであって、前記弦を支持するために
前記棹上に配置されるナット本体と、該ナット本体上に配置され、前記弦を押圧して前記
ナット本体に圧接させることによって、該ナット本体との間に前記弦を挟持してその移動
を抑制するためのロッキング部材とを備え、前記ナット本体上には前記弦を圧接させて前
記ロッキング部材とで挟持するための圧接部が設けられており、該圧接部よりも前記楽器
本体側に近接した該ナット本体上の部位には、該圧接部に比べて前記弦側へ突出する凸部
が設けられており、該凸部に前記弦を当接させることで該凸部の表面上に前記臨界接触点
を形成するとともに、前記ナット本体上で前記凸部が形成されている部位には、前記弦の
張設方向と交差する棹の幅方向へ前記弦が移動するのを抑制するための溝部が該溝部の内
底面に前記凸部を有するように形成されるとともに、当該溝部は、それぞれの対向する一
対の内側面がブリッジ側へ向かうにつれて互いに離間するテーパ状をなすように形成され
ており、当該溝部により前記臨界接触点において前記弦の幅方向への移動を抑制すること
を要旨とする。
【００２６】
　請求項４に係る発明では、弦の張設方向において、溝部と凸部とは同位置に配置されて
おり、凸部は溝部の内底面上に配置されている。このため、溝部を設けた場合であっても
、振動中の弦に対する干渉を防止することができる。特に溝部の内側面がテーパ状に形成
されているため、弦が凸部において棹の幅方向へ移動することは規制するものの、弦が棹
の幅方向へ振動することは許容している。すなわち、振動のような微小な動きに対し、テ
ーパ状をなす溝部の内側面は、弦への接触を避けることにより、該振動への干渉を抑制す
るように機能している。従って、溝部の内底部に凸部を設けた場合であっても、振動時の
弦が溝部に干渉することを抑制することができる。
【００２７】
　請求項５に係る発明では、請求項４に記載の弦楽器用ナットにおいて、前記凸部が球形



(8) JP 4064985 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

状に形成されたことを要旨とする。
【００２８】
　請求項５に係る発明では、そのため、複雑な動きをする振動時の弦であっても凸部にお
いて棹の幅方向へ大きく移動することを好適に規制するものの、弦が棹の幅方向へ振動す
ることは許容することができるという効果がある。
【００２９】
　請求項６に係る発明では、請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の弦楽器用ナッ
トにおいて、前記ナット本体における前記圧接部と前記凸部との間には、前記弦が前記圧
接部に圧接された状態で振動するときに、該弦が、溝部の内底面と接触するのを回避する
ために設けられた空間である干渉回避部が設けられていることを要旨とする。
【００３０】
　請求項６に係る発明では、凸部が臨界接触点となるように構成するだけでなく、たとえ
弦の振動が臨界接触点を超えて棹の先端側（ヘッド側）に伝わっても、弦が他の部分と接
触するのを抑制するための干渉回避部を「逃げ」とすることで異音の発生を積極的に防止
している。そのため、異音の発生を効果的に抑制することができるという効果がある。
【００３１】
　請求項７に係る発明では、請求項６に記載の弦楽器用ナットにおいて、前記干渉回避部
は、前記圧接部を前記弦の張設方向に沿う断面の形状が弧状をなすように形成するととも
に、前記ロッキング部材を該圧接部に対向しない両端部の断面の曲率が該圧接部に対向す
る部分の断面の曲率より小さい曲率の弧状に形成することで形成していることを要旨とす
る。
【００３２】
　請求項７に係る発明では、圧接部を断面角状、或いはエッジ状に形成した場合に比べ、
弦を緩やかに曲げることができ、該弦を固定する際に弦の曲げ部分に負荷が生じることを
抑制できるという効果がある。
【００３３】
　請求項８に係る発明では、請求項１乃至請求項７のうちいずれか１項に記載の弦楽器用
ナットを備えたことを特徴とする弦楽器を要旨とする。
【００３４】
　請求項８に係る発明では、異音の発生が抑制された弦楽器とすることができるという効
果がある。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、演奏時の異音の発生を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の弦楽器用ナットを、トレモロ装置を備える電子ギター（右利きの演奏者
用）のナットに具体化した第１実施形態について説明する。説明の便宜上、電気ギターは
演奏時の姿勢で説明し、演奏者から見て概ね前側を前、上方を上、左方を左として説明す
る。
【００３８】
　まず、トレモロ装置を備える電子ギターの構成について説明する。図１に示すように、
弦楽器としての電子ギター１０は、楽器本体１１と、この楽器本体１１から左方に延設さ
れた棹１２とを有している。楽器本体１１の前面側である表面（トップ）において、略中
央部にはトレモロブロック１１ａが取り付けられており、このトレモロブロック１１ａ上
には複数のテイルピース１３（本実施形態では６つ）が設けられている。各テイルピース
１３には、それぞれに弦１４（本実施形態では６本）の一端部が固定されている。棹１２
の先端には、ヘッド１５が設けられている。ヘッド１５には、調弦装置として複数のペグ
１６（本実施形態では６つ）が設けられている。各ペグ１６には、それぞれに弦１４の他
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端部が接続されて固定されている。これらペグ１６は、それぞれウォーム機構（図示略）
を有しており、各ペグ１６を操作することにより、各弦１４に加わる張力（テンション）
を調整することができる。従って、テイルピース１３及びペグ１６に両端を固定され、か
つペグ１６の操作によって張力を付与された弦１４は、テイルピース１３及びペグ１６の
間に張設されている。
【００３９】
　テイルピース１３とペグ１６との間において、楽器本体１１には分離型の複数のブリッ
ジ１７（本実施形態では６つ）が設けられている。棹１２の表面にはフィンガーボード１
２ａが取り付けられている。棹１２の先端部には、このフィンガーボード１２ａの左端部
と隣接してナット１８が取り付けられている。ナット１８は、ブリッジ１７とともに、各
弦１４の中間部をフィンガーボード１２ａから離間させ（浮かせ）た状態で支持している
。そして、各弦１４は、ブリッジ１７及びナット１８による支点をそれぞれ臨界接触点と
することにより、これら臨界接触点を両端の節として振動可能に構成されている。
【００４０】
　なお、楽器本体１１の弦１４近傍の表面には、複数のピックアップ１９が弦に近接させ
て設けられている。これらピックアップ１９は、各弦１４の振動を電気信号に変換すべく
設けられたものである。また、特に図示はしないが、楽器本体１１には電気信号を出力等
するための電子基板が内装されている。そして、電子基板から出力された電気信号は、外
部に接続されたアンプリファイア（図示略）で増幅され、スピーカーを駆動させることに
より、演奏音（以下、略して「音」と記載する）を生み出す。したがって、ビレ音自体は
、発生してもスピーカーからは出力されない場合もある。
【００４１】
　さらに、ブリッジ１７は、楽器本体１１に設けられたトレモロアーム２０を操作するこ
とにより、トレモロブロック上のテイルピース１３の位置を変更可能に構成されている。
そして、トレモロアーム２０を操作することによってテイルピース１３の位置を変更した
場合、各弦１４の張力が変わり、各弦１４の振動により生み出される音の高低の度合（ピ
ッチ）が大きく変化して、音程が変化するように構成されている。
【００４２】
　次に、ナット１８の構成について、詳細に説明する。図２はナット１８の斜視図を示し
、図４は弦１４の張設方向におけるナット１８の断面図を示す。ナット１８は、ナット本
体１８ａと、このナット本体１８ａに各弦１４を固定するためのロッキング部材とを備え
ている。このナット１８は、ロッキング部材でナット本体１８ａに各弦１４を固定するこ
とにより、トレモロアーム２０の操作時にナット１８に対する各弦１４の移動を抑制して
いる。
【００４３】
　ナット本体１８ａは、金属材料によって平面視矩形状に形成されており、複数本のねじ
（図示略）により、棹１２上において、フィンガーボード１２ａの先端部に固定されてい
る。また、ナット本体１８ａの表面（以下、「ナット表面２１」と記載する）は、ブリッ
ジ１７側（図２中で右側）へ向かうにつれ高くなる斜面となっており、さらには弦１４の
張設方向に沿う断面形状が円弧状をなすように形成されている。ナット表面２１において
、ブリッジ１７側の端部には、第１支持壁２２ａが立設されており、ヘッド１５側（図２
中で左側）には、第２支持壁２２ｂが立設されている。第１及び第２支持壁２２ａ，２２
ｂには、それぞれ複数の溝部２３（本実施形態では各６つずつ）が棹１２の表面に近い側
となる奥側が狭くなるＶ字状をなすように切り欠き形成されている。これら溝部２３は、
各弦１４の延びる方向で各一対ずつが対向するように配設されている。そして、各弦１４
は、対向する各一対の溝部２３の内部に収容されることにより、棹１２の幅方向への移動
を抑制されている。
【００４４】
　ロッキング部材は、ナット表面２１に載置された３つの押圧駒２４と、これら押圧駒２
４をナット表面２１に螺着する３本の調整ねじ２５とを備えている。そして、ナット表面
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２１には、これら調整ねじ２５を螺入するための３つのねじ孔２６が設けられている。押
圧駒２４は、正面視で矩形状に形成されており、その中央には調整ねじ２５を挿通するた
めの挿通孔２７が設けられている。調整ねじ２５は、頭部２５ａと、この頭部２５ａの下
面から延設された軸２５ｂとからなり、軸２５ｂの先端にはねじ部２５ｃが螺刻されてい
る。調整ねじ２５は、軸２５ｂを挿通孔２７に挿通し、ねじ部２５ｃをねじ孔２６に螺入
することにより、押圧駒２４をナット表面２１に押圧している。そして、各弦１４が各一
対の溝部２３の内部に収容された状態で、調整ねじ２５の頭部２５ａを締め付けることに
より、各押圧駒２４に押圧された各２本の弦１４は、ナット表面２１に圧接されてナット
１８に固定される。
【００４５】
　ナット表面２１と対向する押圧駒２４の下面２８は、ナット表面２１の表面形状に応じ
て断面円弧状に形成されている。この押圧駒２４の下面２８において、弦１４の延びる方
向における両端部２８ａは、各弦１４を固定した場合に応力が集中することを緩和すべく
、下面２８の他箇所に比べて曲率が変えられている。このように曲率を変えられた両端部
２８ａは、溝部２３へ近づくに従いナット表面２１から離間するように形成されている。
従って、本実施形態のナット本体１８ａにおいて、弦１４が圧接される部位である圧接部
２１ａは、ナット表面２１のうち押圧駒２４の両端部２８ａと対応する箇所を除いた部分
、つまりはナット表面２１の中央部分によって構成される。
【００４６】
　ナット本体１８ａにおいて、ブリッジ１７側の角部には、凸部３１が設けられている。
この凸部３１は、弦１４へ向かって突出し、且つ各溝部２３の内底面２３ａを繋ぐ線に沿
ってナット本体１８ａの長手方向（棹１２の幅方向）へ延びる凸条状に形成されている。
また、凸部３１は、その表面が曲面状をなすように、断面略円形状に形成されている。さ
らに、凸部３１の弦１４側となる端部である頂面３１ａは、溝部２３の内底面２３ａ及び
圧接部２１ａに比べ、弦１４側へ突出している（図４参照）。そして、ナット１８のナッ
ト表面２１と押圧駒２４の下面２８とに挟持されることによりナット１８に固定された弦
１４は、凸部３１に接触することにより、溝部２３の内底面２３ａに接触することなく、
内底面２３ａから離間した状態に保持されている。従って、弦１４を支持するナット１８
の支点は凸部３１であり、各弦１４に対するナット１８の臨界接触点は、凸部３１の表面
上に存在している。
【００４７】
　凸部３１の表面上に臨界接触点を存在させた状態でナット１８に固定された弦１４にお
いて、同弦１４上で圧接部２１ａに圧接された部位のうち、ブリッジ１７側（楽器本体１
１側）の端部（部位）を固定点３２とする。この固定点３２よりもブリッジ１７側におい
て、弦１４は、押圧駒２４の下面２８で両端部２８ａとの間に間隙３３を有している。加
えて、固定点３２よりもブリッジ１７側において、弦１４は、溝部２３の内底面２３ａと
の間にも間隙３３を有している。これら間隙３３は、ナット本体１８ａにおける前記圧接
部２１ａと凸部３１との間に設けられており、本実施形態の干渉回避部を構成している。
すなわち、弦１４が圧接部２１ａに圧接された状態で振動する場合、これら間隙３３は、
押圧駒２４の両端部２８ａ（特にはブリッジ１７側の端部２８ａ）又は溝部２３の内底面
２３ａへ弦１４が接触して干渉が発生することを抑制している。
【００４８】
　次に、ナット１８の作用について以下に記載する。
　さて、上記の電子ギター１０の演奏者は、予め演奏前に各ペグ１６を操作することによ
り、各弦１４が所望の音を奏でるように、各弦１４をそれぞれ調音する。そして、演奏者
は、各弦１４を爪弾き、振動させることによって所望した音を生み出すとともに、演奏表
現に応じてトレモロアーム２０を操作し、演奏を行う。ここで、各弦１４は、押圧駒２４
等のロッキング部材によってナット１８に固定されている。従って、各弦１４は、トレモ
ロアーム２０の操作時において、トレモロアーム２０の操作に伴うナット１８に対する移
動を抑制されており、調音が狂うことを抑制される。また一方で、各弦１４の振動時にお



(11) JP 4064985 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

ける異音（ビレ音）の発生をも抑制される。
【００４９】
　すなわち、図３（ａ）は、弦１４が静止状態にある場合の弦１４の張設方向に沿ったナ
ット１８の断面図を示す。弦１４が静止状態にある場合、弦１４は、溝部２３の内底面２
３ａ及び圧接部２１ａに比べて弦１４側へ突出する凸部３１により、下方から押し上げら
れるようにして支持されている。従って、臨界接触点（図中に三角（▲）で示す）は、凸
部３１の頂面３１ａに形成されている。また、静止状態の弦１４は、臨界接触点が凸部３
１の頂面３１ａに形成されることにより、溝部２３の内底面２３ａから遊離した状態で支
持されている。なお、凸部３１によって下方から押し上げられた弦１４には、頂面３１ａ
と固定点３２との間においても張力が付与される。つまり、弦１４が頂面３１ａと固定点
３２との間で弛む等して内底面２３ａに接触することも抑制される。さらに、弦１４の張
設方向と、溝部２３の内底面２３ａのなす角度を「角度α（°）」とすれば、この場合の
αは、略０である。
【００５０】
　一方、図３（ｂ）は、弦１４が演奏時に静止状態から振動する状態にある場合の弦１４
の張設方向に沿ったナット１８の断面図を示す。この場合においても、弦１４は、凸部３
１によって下方から押し上げられるようにして支持されたまま振動している。つまり、臨
界接触点（図中に三角（▲）で示す）は、凸部３１の頂面３１ａに形成されることとなる
。このため、弦１４は、静止状態で形成された臨界接触点を節として振動しており、弦１
４の振動に伴う臨界接触点の位置変化は無い。特に、凸部３１は、前述のように溝部２３
の内底面２３ａに比べて弦１４側へ突出しているため、弦１４を内底面２３ａから遊離し
た状態に維持している。従って、弦１４の振動時における内底面２３ａ等との干渉が抑制
される。
【００５１】
　では次に、図３（ｃ）は、弦高調整、棹１２の全体の角度の変化等により、角度α（°
）が図３（ａ）に示す状態よりも大きくなった場合の弦１４の張設方向に沿ったナット１
８の断面図を示す。この場合、弦１４はナット表面２１に沿うことなく、内底面２３ａ等
から遊離した状態で固定される。しかし、この場合も弦１４は凸部３１によって下方から
押し上げられるようにして支持されている。つまり、臨界接触点（図中に三角（▲）で示
す）は、凸部３１の頂面３１ａに形成されることとなる。このため、弦１４は、凸部３１
に支持されることによって安定な状態となる。また、弦１４が臨界接触点と固定点３２と
の間で振動する場合においても、干渉回避部である間隙３３により、内底面２３ａ等との
干渉が抑制される。
【００５２】
　上記の結果、弦１４は、個体差、振動の大きさ等に係わらず、凸部３１の表面に臨界接
触点を存在させたまま、常に凸部３１を節として振動する。まず、この凸部３１はナット
１８のブリッジ１７側となる端部に位置しており、該凸部３１の周縁には弦１４の振動に
干渉するものが存在しない。また、ナット１８において、凸部３１よりもヘッド１５側に
は、内底面２３ａ、端部２８ａ等といった弦１４の振動に干渉する可能性のあるものが存
在するが、上記のように弦１４が凸部３１を節として振動する限り、内底面２３ａ、端部
２８ａ等への干渉は防止される。さらに、凸部３１は、内底面２３ａ及び圧接部２１ａよ
りも弦１４側へ突出しており、弦１４を下方から押し上げているため、弦１４が凸部３１
から遊離することがない。従って、弦１４は、その中間部の弦長を略一定としつつ振動し
、振動中に内底面２３ａ等へ干渉することを抑制されるため、音程の高低は、調音作業後
の状態で保持される。
【００５３】
　前記の第１実施形態によって発揮される効果について、以下に記載する。
　・　第１実施形態のナット１８によれば、振動時の弦１４は、常に凸部３１の表面に接
触しており、凸部３１を振動の節としている。このため、振動の波形が乱れたり、溝部２
３の内底面２３ａや押圧駒２４の下面２８の端部２８ａなどと干渉して音（ノイズ）が生
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じたりすることを防止することができる。その結果、演奏時の異音の発生を抑制すること
ができる。
【００５４】
　・　また、凸部３１の頂面３１ａが溝部２３の内底面２３ａよりも弦１４側へ突出して
いることから、振動時の弦１４は、溝部２３の内底面２３ａから離間した状態に保持され
ている。このため、振動時の弦１４が溝部２３の内底面２３ａへ接触して発生する異音を
防止することができる。
【００５５】
　・　また、弦１４と押圧駒２４の下面２８の端部２８ａとの間、及び弦１４と溝部２３
の内底面２３ａとの間には、それぞれ干渉回避部である間隙３３が設けられている。これ
ら間隙３３を「逃げ」とすることにより、弦１４が大きく振動した場合であっても、弦１
４の内底面２３ａや端部２８ａ等との干渉を好適に防止することができる。
【００５６】
　・　また、溝部２３を設けたことにより、複雑な動きをする振動時の弦１４が棹１２の
幅方向へ大きく移動することを規制することができる。さらに、溝部２３は凸部３１より
もヘッド１５側に配置されているため、振動時の弦１４が該溝部２３に干渉することを抑
制することができる。
【００５７】
　・　また、凸部３１の表面を曲面状としたことにより、凸部３１の表面に対する弦１４
の摩擦抵抗を減少させることができるとともに、該凸部３１の表面で弦が大きく変形する
ことによる弦１４の切断等を抑制することができる。
【００５８】
　・　また、圧接部２１ａを断面弧状に形成したことにより、該圧接部２１ａを断面角状
、或いはエッジ状に形成した場合に比べ、弦１４を緩やかに曲げることができ、該弦１４
を固定する際に弦１４の曲げ部分に負荷が生じることを抑制できる。
【００５９】
　・　また、凸部３１は、ナット本体１８ａにおいて楽器本体１１側の角部に設けられて
いるため、凸部３１よりも楽器本体１１側には、溝部２３の内底面２３ａ等のような弦１
４に接触又は干渉し得る部分が存在しない。このため、凸部３１よりも楽器本体１１側に
おける異音の発生を効果的に抑制することができる。
【００６０】
　・　また、溝部２３は、その内底面２３ａへ向かうに従い、幅が狭くなるＶ字状に形成
されているため、弦１４はその張力によりナット表面２１側へ向かうように付勢されてい
る。このため、溝部２３の内底部で弦１４の移動を抑制することができ、弦１４を安定し
て振動させることができる。加えて、Ｖ字状をなす溝部２３においては、弦１４の張力を
下げた場合に、該弦１４を溝部２３から簡単に外すことができる。
【００６１】
　・　また、当該ナット１８を備えることにより、異音の発生が抑制された電気ギターを
得ることができる。
　（第２実施形態）
　以下、本発明をトレモロ装置を備える電子ギターのナットに具体化した第２実施形態に
ついて説明する。なお、この第２実施形態では、上記第１実施形態と異なる点を中心に説
明する。
【００６２】
　図５及び図６は、第２実施形態のナット１８の斜視図及び断面図をそれぞれ示す。ナッ
ト１８は、ナット本体１８ａと、このナット本体１８ａに各弦１４を固定するためのロッ
キング部材とを備えている。ナット本体１８ａは、ナット表面２１に立設された第１及び
第２支持壁２２ａ，２２ｂと、第１及び第２支持壁２２ａ，２２ｂのそれぞれに切り欠き
形成された溝部２３とを有している。ロッキング部材は、３つの押圧駒２４と、ナット表
面２１に設けられた３つのねじ孔２６に各々螺入される３本の調整ねじ２５とからなる。
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そして、各弦１４が溝部２３の内部に収容された状態で調整ねじ２５を締め付けることに
より、各押圧駒２４に押圧された各弦１４は、ナット表面２１に圧接されてナット１８に
固定される。
【００６３】
　前記第１支持壁２２ａのブリッジ１７側となる面には、第３支持壁４１が膨出形成され
ている。この第３支持壁４１には、第１支持壁２２ａに設けられた各溝部２３と対応して
、複数の第２溝部４２（本実施形態では６つ）がＶ字状をなすように切り欠き形成されて
いる。これら第２溝部４２は、それぞれの対向する一対の内側面がブリッジ１７側へ向か
うにつれて互いに離間するテーパ状をなすように形成されている。そして、各第２溝部４
２の内底部には、それぞれ凸部３１が球形状をなすように突設されている。また、ナット
表面２１において、圧接部２１ａと第１支持壁２２ａの内底面２３ａとの間には、段差部
４３が設けられている（図６参照）。この段差部４３により、溝部２３の内底面２３ａは
圧接部２１ａに比べて棹１２の表面寄りに位置しており、この溝部２３の内底面２３ａと
弦１４との間には、干渉回避部を構成する間隙３３が設けられている。
【００６４】
　さて、上記構成のナット１８において、各弦１４は、各溝部２３及び各第２溝部４２の
内部に収容された状態で前記ロッキング部材を用いることにより、該ナット１８に固定さ
れる。ナット１８に固定された各弦１４は、各第２溝部４２の内部において、凸部３１に
それぞれ接触されることにより、各凸部３１の表面上に臨界接触点を存在させるようにし
て支持される。そして、弦１４は、個体差、振動の大きさ等に係わらず、凸部３１の表面
に臨界接触点を存在させたまま、常に凸部３１を節として振動する。
【００６５】
　前記の第２実施形態によって発揮される効果について、以下に記載する。
　・　第２実施形態のナット１８は、第１及び第２支持壁２２ａ，２２ｂに加え、第３支
持壁４１が設けられている。この第３支持壁４１には、複数の第２溝部４２が設けられて
おり、ナット１８に固定される各弦１４は、各溝部２３のみならず、各第２溝部４２の内
部にも収容されている。そして、この第２溝部４２により、複雑な動きをする振動時の弦
１４が棹１２の幅方向へ大きく移動することを好適に規制することができる。
【００６６】
　・　また、弦１４の張設方向において、凸部３１よりも圧接部２１ａ側に位置する第１
支持壁２２ａの溝部２３は、その内底面２３ａと圧接部２１ａとの間に段差部４３が設け
られることにより、該内底面２３ａを圧接部２１ａに比べて棹１２の表面寄りに位置させ
ている。これにより、凸部３１を該内底面２３ａに比べ、弦１４へ向かって顕著に突出さ
せることができる。その結果、弦１４の凸部３１からの遊離を防止することができるとと
もに、振動中の弦１４に対する内底面２３ａの干渉を防止することができる。
【００６７】
　・　また、弦１４の張設方向において、第２溝部４２と凸部３１とは同位置に配置され
ており、凸部３１は第２溝部４２の内底面上に配置されている。このため、第２溝部４２
を設けた場合であっても、振動中の弦１４に対する干渉を防止することができる。
【００６８】
　・　また、第２溝部４２と凸部３１とが同位置に配置されているため、ナット本体１８
ａを鋳造する場合、該ナット本体１８ａの上下方向（図６中で上下方向）で型抜きを行う
ことができる。従って、第１実施形態のナット本体１８ａに比べ、ナット本体１８ａの製
造を容易なものとすることができる。
【００６９】
　・　また、第２溝部４２は、その内側面がテーパ状に形成されているため、弦１４が棹
１２の幅方向へ移動することは規制するものの、弦１４が棹１２の幅方向へ振動すること
は許容している。すなわち、振動のような微小な動きに対し、テーパ状をなす第２溝部４
２の内側面は、弦１４への接触を避けることにより、該振動への干渉を抑制するように機
能している。従って、第２溝部４２の内底部に凸部３１を設けた場合であっても、振動時
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の弦１４が第２溝部４２に干渉することを抑制することができる。
【００７０】
　（変更例）
　なお、本実施形態は、次のように変更して具体化することも可能である。
　・　各実施形態では、トレモロ装置を有する６弦の電気ギターを例に説明したが、６弦
に限らず７弦の電気ギターに適用する等、弦の数には限定されない。また、トレモロ装置
の有無も限定されない。さらに必ずしも、ソリッドタイプの電気ギターに限らずアコース
ティックギター、セミアコースティックギター、エレアコギター等であってもよい。また
、ギターに限らすベース等の他の弦楽器でもよい。
【００７１】
　・　凸部３１は、断面略円形状、或いは球形状に形成することに限らず、断面三角形状
、断面四角形状、断面六角形状等としてもよい。なお、凸部３１を断面三角形状、断面六
角形状等とした場合、同凸部３１の弦１４側の端部は、本実施形態で示した頂面となるこ
とに限らず、角部となることもある。
【００７２】
　・　凸部３１は、凸条状に形成することに限らず、点状等として複数設けてもよい。
　・　ナット１８を弦楽器に取り付けて流通させることに限らず、交換用部品等としてナ
ット１８のみを流通させてもよい。
【００７３】
　・　凸部３１に支持された弦１４を、該凸部３１に圧接させるようにして押圧すること
により、凸部３１からの弦１４の遊離を抑制するための押さえ部材を設けてもよい。
　さらに、前記実施形態より把握できる技術的思想について以下に記載する。
【００７４】
　・　ナット１８は、トレモロ装置付の電気ギターのロッキングタイプのものを例に説明
しているが、本発明は以下に付記したような、ロッキングタイプのナット以外にも適用で
きる。
【００７５】
　前記各実施形態及び変更例から把握できる技術的思想について以下に追記する。
（付記１）楽器本体に弦の一端部が固定され、該楽器本体から延設された棹の先端部に前
記弦の他端部が張力を付与されつつ固定された弦楽器の前記棹に取り付けられ、前記楽器
本体に設けられたブリッジに存在する臨界接触点とともに、前記張力が付与された弦の一
部を振動可能に支持する臨界接触点が存在する弦楽器ナットであって、ナット本体の前記
ブリッジ側端部に前記弦へ向かって突出する凸部を有し、前記弦を支持する臨界接触点が
該凸部の表面上に存在することを特徴とする弦楽器用ナット。
【００７６】
　このような弦楽器用ナットであれば、別途いわゆるゼロフレットを設けることもなく効
果的に異音を抑制することができるという効果がある。
　（付記２）前記付記１において、前記凸部の前記棹先端方向に前記弦を押さえる押さえ
部材を備えたことを特徴とする弦楽器用ナット。
【００７７】
　このような弦楽器用ナットであれば、弦の凸部からの遊離を効果的に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】第１実施形態の電気ギターを示す斜視図。
【図２】第１実施形態のナットを示す分解斜視図。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態のナットに固定された弦を振動させた状態を示
す断面図。
【図４】第１実施形態のナットを示す断面図。
【図５】第２実施形態のナットを示す分解斜視図。
【図６】第２実施形態のナットを示す断面図。
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【図７】従来の弦楽器の構成を示す概念図。
【図８】従来のナットを示す分解斜視図。
【図９】従来のナットを示す断面図。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は、従来のナットに固定された弦を振動させた状態を示す断面
図。
【符号の説明】
【００７９】
　１０…弦楽器としての電気ギター、１１…楽器本体、１２…棹、１４…弦、１８…ナッ
ト、１８ａ…ナット本体、２１ａ…圧接部、２３…溝部、２３ａ…溝部の内底面、２４…
ロッキング部材を構成する押圧駒、３１…凸部、３１ａ…臨界接触点が形成される凸部の
頂面（表面）、３３…干渉回避部を構成する間隙、４２…溝部としての第２溝部。

【図１】

【図２】

【図３】
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