
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ベースプレート表面側に弦後端部を支持する弦支持部が設けられ、ベースプレート裏面側
にトレモロブロックが一体に垂設され、操作アームの上下の揺動とともに前記トレモロブ
ロックがボディの貫通空所を前後に揺動するように配設されたトレモロ体と、
前記トレモロブロックの下部近傍の後部に形成された引掛部と、
前記ボディの裏側に設けられた裏機構ベースと、
前記裏機構ベースの後部の左右両側に形成され、後方への開放部を有する係合部と、
前記裏機構ベースの前部に前後位置調節自在に配設された調節部材と、
前記調節部材に前端が固定され後端が前記トレモロブロックに固定され該トレモロブロッ
クを常時前方に付勢する第一スプリングと、
前記裏機構ベースに前端が固定された第二スプリングと、
前記トレモロブロックの後方に配置され、前記第二スプリングの後端が固定されて常時前
方に付勢され、該トレモロブロックの非揺動時及び前方への揺動時には前記係合部に係着
されているとともに、前記トレモロブロックの後方への揺動時には該トレモロブロックの
引掛部と当接して前記係合部の係止位置より離脱して後方へ移動される棒状部材
とを含むことを特徴とする弦楽器用トレモロ装置。
【請求項２】
前記棒状部材の前記トレモロブロックの引掛部と当接する位置にベアリング手段が設けら
れている請求項１に記載の弦楽器用トレモロ装置。
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【請求項３】
前記棒状部材の前記係合部と係止する位置にベアリング手段が設けられている請求項１又
は２に記載の弦楽器用トレモロ装置。
【請求項４】
前記トレモロブロックの引掛部が前記棒状部材を自動調心する凹曲面形状に形成されてい
る請求項１ないし３のいずれか１項に記載の弦楽器用トレモロ装置。
【請求項５】
前記トレモロブロックの引掛部が緩衝部材によって形成されている請求項１ないし４のい
ずれか１項に記載の弦楽器用トレモロ装置。
【請求項６】
前記係合部が緩衝部材によって形成されている請求項１ないし５のいずれか１項に記載の
弦楽器用トレモロ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、弦楽器用トレモロ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
弦楽器用トレモロ装置は一般によく知られており、特にエレクトリックギターに広く使わ
れている。トレモロ装置とは、弦楽器の全弦の張力を同時に増大、あるいは減少させて印
象的な音効果を得るためのものである。図１１に示すように、従来のトレモロ装置１１０
は、弦楽器（図ではギター）のボディＢに対して揺動自在に取り付けられ、ベースプレー
ト１１１の表面側に弦Ｓを支持するブリッジサドル等の弦支持部材１２１が配設されてい
ると共に、ベースプレート１１１の裏面側にトレモロブロック１２２が垂設されたトレモ
ロ体（ブリッジ）１２０と、該トレモロ体１２０の表面側に取り付けられてトレモロ体１
２０の揺動を操るための操作アーム１２５と、前記トレモロブロック１２２とボディＢ間
に張架されてボディＢ表面側に張られた弦Ｓの張力との共働により前記トレモロ体１２０
の平衡状態を保つためのスプリング１３０とを備えたものが一般的である。図１１におい
て、符号１１２はベースプレート前部のナイフエッジ部、１１５は前記ナイフエッジ部１
１２を支承し揺動支点となる溝付きのスタッドボルト、１３５は前記スプリング１３０の
付勢力を調整可能に支持するスプリング前端係合部である。
【０００３】
上記構成のトレモロ装置１１０では、前記トレモロ体１２０は、全ての弦Ｓの張力とこれ
と逆方向に作用する前記スプリング１３０の付勢力が釣り合ったところで静止して平衡状
態となるように構成され、前記操作アーム１２５を動かしてトレモロ体１２０を揺動させ
ることによって、全ての弦Ｓの張力を増減させて、それにより各弦Ｓの音程が上昇又は下
降し、一方、操作アーム１２５を離すことによりトレモロ体１２０が元の釣り合いの位置
、つまり平衡状態位置に戻って、各弦Ｓの音程は元の音程に戻るようになっている。
【０００４】
しかしながら、現実には前記弦Ｓの張力とスプリング１３０の力によるトレモロ体１２０
の釣り合い系は、非常に敏感な系であり、トレモロ体１２０の揺動支点における摩擦力の
存在や、スプリング１３０の復元力の不完全さや、演奏中に演奏者の手がトレモロ体１２
０や操作アーム１２５等に触れることや、演奏中のチョーキング（弦の曲げ）、フラッタ
ー（操作アーム１２５から急に手を離した時に生じる慣性力に起因する音のブレ）、弦Ｓ
の切断等が原因で、トレモロ体１２０の揺動後、トレモロ体１２０が元の平衡状態位置（
中立点となる釣り合い状態位置）に完全に戻らずに、チューニングを狂わせることがある
。また、もう一つの前記トレモロ装置１１０の大きな欠点としては、チューニングが非常
に困難なことが挙げられる。これは一つの弦Ｓを目標の音程までチューニングするとき、
例えばある弦Ｓの張力を増加させて音程を上げるとき、全弦Ｓの張力の和も増大して、ト
レモロ体１２０の平衡状態位置がネック方向（前方）に移動し、弦間距離（ナットからト
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レモロ体の弦支持部までの距離）が短くなって、他の弦Ｓの張力も下がり、その結果、他
の弦Ｓの音程が下がることが原因である。また、ある弦Ｓの張力を下げるときは逆に他の
弦Ｓの音程は上がってしまう。従って、全ての弦Ｓを完全にチューニングすることは理論
上不可能であり、それに近い域までもっていくのには非常な労力を要する。
【０００５】
さらに、各弦Ｓに対して、目標とする音程と弦の線密度、弦長の間には所定の関係式が成
立し、上記従来構造のトレモロ装置１１０のように弦Ｓの端部の一方が動く構造ではスプ
リング１３０の強さによって、本来の弦楽器のスケール長以外でも、開放弦のチューニン
グにおいては、チューニングの合う中立点が無数に存在する。よって、トレモロ体１２０
が設計上の平衡状態位置（中立点）より前側、若しくは後側で釣り合って平衡状態となっ
た場合には、ネック上のフレットを押さえても本来の音程が出ないことになる。
【０００６】
上記したトレモロ装置１１０の欠点は、以前から大きな関心を集め、近年では、特開平１
－９３７９３号や特公平２－４８１２０号等に記載の、弦の張力より強いスプリングを用
いたトレモロ装置が多く提案されている。しかしながら、特開平１－９３７９３号等で見
られるような機構では、弦の張力を増加させて音程を上げるとき、すなわち操作アームを
動かす際に、非常に強い力を要する等の問題があった。また、特公平２－４８１２０号等
に記載のトレモロ装置においては、トレモロブロックと一つのスプリングが直接接続され
ているため、トレモロ体の揺動時にスプリングが傾いたり、伸縮方向以外の方向へ変形し
たりすることに起因して、スプリングの復元力に影響を及ぼすおそれがあった。また、当
該トレモロ装置では、トレモロ体を静止するためのストッパーとトレモロ体の接触騒音が
大きく、これを抑制するために両者の間にゴム等の緩衝部材を介在させる場合には、接触
面積が小さいために緩衝部材の変形量が大きく、チューニングに狂いが生じやすい。さら
には、このトレモロ装置にあっては、調整箇所が多く、調整すべき箇所及び調整方法が使
用者にわかりづらいという欠点があった。
【０００７】
また、米国特許第４９２８５６４号では、シリンダーを利用するとともに、ボディとの係
合部をヒンジ機構にしている。これら多くのトレモロ装置では、アーム操作に違和感を生
じさせる原因としては、主に以下の二つが挙げられる。一つは、定位置を作り出すことに
よって、ブリッジが中立点に戻ったときに接触する感触である。このため、フローティン
グの感触を好む演奏者も多くいる。もう一つは、多くのトレモロ機構がシリンダー構造を
用いて圧縮スプリングを導くために生じるシリンダーの摩擦である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このような状況に鑑みなされたもので、チューニングの狂いを最小限に抑える
とともに、チューニングを簡単かつ精度よく行うことができ、調整箇所が少なく、フロー
ティング状態も簡単に選択できるようにし、シリンダーの感触の無い弦楽器用トレモロ装
置を提供するものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
すなわち、請求項１の発明は、ベースプレート表面側に弦後端部を支持する弦支持部が設
けられ、ベースプレート裏面側にトレモロブロックが一体に垂設され、操作アームの上下
の揺動とともに前記トレモロブロックがボディの貫通空所を前後に揺動するように配設さ
れたトレモロ体と、前記トレモロブロックの下部近傍の後部に形成された引掛部と、前記
ボディの裏側に設けられた裏機構ベースと、前記裏機構ベースの後部の左右両側に形成さ
れ、後方への開放部を有する係合部と、前記裏機構ベースの前部に前後位置調節自在に配
設された調節部材と、前記調節部材に前端が固定され後端が前記トレモロブロックに固定
され該トレモロブロックを常時前方に付勢する第一スプリングと、前記裏機構ベースに前
端が固定された第二スプリングと、前記トレモロブロックの後方に配置され、前記第二ス
プリングの後端が固定されて常時前方に付勢され、該トレモロブロックの非揺動時及び前
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方への揺動時には前記係合部に係着されているとともに、前記トレモロブロックの後方へ
の揺動時には該トレモロブロックの引掛部と当接して前記係合部の係止位置より離脱して
後方へ移動される棒状部材とを含むことを特徴とする弦楽器用トレモロ装置に係る。
【００１０】
請求項２の発明は、請求項１において、前記棒状部材の前記トレモロブロックの引掛部と
当接する位置にベアリング手段が設けられていることを特徴とする弦楽器用トレモロ装置
に係る。
【００１１】
請求項３の発明は、請求項１又は２において、前記棒状部材の前記係合部と係止する位置
にベアリング手段が設けられていることを特徴とする弦楽器用トレモロ装置に係る。
【００１２】
請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれか１項において、前記トレモロブロックの
引掛部が前記棒状部材を自動調心する凹曲面形状に形成されていることを特徴とする弦楽
器用トレモロ装置に係る。
【００１３】
請求項５の発明は、請求項１ないし４のいずれか１項において、前記トレモロブロックの
引掛部が緩衝部材によって形成されていることを特徴とする弦楽器用トレモロ装置に係る
。
【００１４】
請求項６の発明は、請求項１ないし５のいずれか１項において、前記係合部が緩衝部材に
よって形成されていることを特徴とする弦楽器用トレモロ装置に係る。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下添付の図面に従ってこの発明を詳細に説明する。
図１はこの発明の弦楽器用トレモロ装置を備えたエレクトリックギターの全体斜視図、図
２はそのトレモロ装置の上面図、図３は一部の部材を取り除いたトレモロ装置の断面図、
図４はトレモロ装置の裏機構を示す裏面図、図５は図３の５－５線の位置で切断した状態
の断面図、図６は図４の６－６線の位置で切断した状態の断面図、図７はアームダウン時
におけるトレモロ装置の要部の断面図、図８はアームダウン時におけるトレモロ装置の裏
機構を示す裏面図、図９はアームアップ時におけるトレモロ装置の要部の断面図、図１０
はアームアップ時におけるトレモロ装置の裏機構を示す裏面図である。
【００１６】
図１に示す弦楽器、ここではエレクトリックギターＧは、本発明の一実施例に係るもので
あり、ネックＮとボディＢを有している。前記ネックＮの前端にはヘッドＨが設けられ、
該ヘッドＨ部分で各弦Ｓの一端が弦柱Ｎｂにより保持固定されている。また、前記ボディ
Ｂには、調弦装置及び音程変化装置としてブリッジを構成するトレモロ装置１が取り付け
られ、該トレモロ装置１部分で各弦Ｓの一端（前記ヘッドＨ側とは反対側の端）が保持固
定されている。なお、図の符号ＮａはネックＮ前端側に設けられて各弦のヘッド側端を支
持するナットであり、また符号Ｎｃは前記弦柱Ｎｂと連結され、チューニング（調弦）を
行うための糸巻き装置である。
【００１７】
前記トレモロ装置１は、図２ないし図６より理解されるように、トレモロ体１０と、該ト
レモロ体１０に着脱自在に取り付けられてトレモロ体１０の揺動を操るための操作アーム
Ｋと、前記トレモロ体１０の揺動後に該トレモロ体１０を平衡状態位置（釣り合い状態と
なる中立位置）に復元（復帰）させるトレモロ体復元機構を構成する裏機構６０とを備え
ている。なお、図示の例では、前記裏機構６０は、ボディＢの裏面側に形成された凹部Ｂ
ｂ内に配設されている。
【００１８】
前記トレモロ体１０は、実施例において、ボディＢにその表面Ｂａに対して揺動自在とな
るように取り付けられたベースプレート１１と、該ベースプレート１１上に配設され、弦
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Ｓの後端部を支持する弦支持部（ブリッジサドル）２０と、前記ベースプレート１１の裏
面側にトレモロブロック４０が垂設され、操作アームＫの上下の揺動とともに前記トレモ
ロブロック４０がボディＢの貫通空所Ｂｃを前後に揺動するように配設する構造である。
【００１９】
実施例では、前記ベースプレート１１上に各弦Ｓに対応してそれぞれ独立した複数（図に
て６個を例示）の弦支持部２０が配置され、各弦Ｓ毎の音色調節が可能に構成されている
。なお、図３はトレモロ演奏を行わないトレモロ体１０の平衡状態時におけるトレモロ装
置１及びその周辺を示す断面図、図４は同平衡状態時における裏機構６０を示す裏面図で
ある。また、図３では、便宜上後述の第一スプリング及び第二スプリングを省略して図示
している（図７，９についても同様である）。
【００２０】
前記ベースプレート１１は、その前部（ネックＮ側部）の両端に形成されたナイフエッジ
部１２，１２でスタッドボルトＢｓ，Ｂｓによって、揺動可能に固定されている。さらに
、この実施例では、当該ベースプレート１１の略中央に開口溝１３が各弦支持部材２０の
位置に合わせて複数形成されている。
【００２１】
実施例の各弦支持部２０は、サドル保持部材２１とサドル本体２５と回動調節棒３１とを
備えている。前記サドル保持部材２１は、前記ベースプレート１１上に前後調節可能に固
定されている。前記サドル本体２５は、前記サドル保持部材２１に、弦の張設方向に直交
する軸部２６を介して、回動調節可能に軸支されている。このサドル本体２５は、その前
部に曲面形状に形成された弦受け部２７を有している。また、後部には弦固定用凹部２８
が形成され、該弦固定用凹部２８の内壁と弦固定ブロック２９とで弦Ｓの後端部を挟むこ
とにより弦Ｓを固定するようになっている。また、前記弦固定ブロック２９は、前記弦固
定用凹部２８内へ螺入される押さえねじ２９Ａの先端部分で保持固定されるようになって
いる。
【００２２】
前記各サドル本体２５の後部には、該サドル本体２５の回動調節を自在に操るための回動
調節棒３１が、後方に向けて突設されている。当該回動調節棒３１は、前記ベースプレー
ト１１の開口溝１３に挿通される。また、この回動調節棒３１に対応して、前記ベースプ
レート１１の裏面側には、前記各回動調節棒３１を常時サドル本体２５の前方回転方向に
付勢する板バネ３５が設けられているとともに、ベースプレート１１の後部表面には、前
記板バネ３５により付勢された各回動調節棒３１と接触し、その前進後退動（図では上下
動）により前記各サドル本体２５を回動させて調弦を行う調弦ねじ部材（ファインチュー
ニングボルト）３６が設けられている。なお、前記調弦ねじ部材３６を時計回りに回動さ
せると、回動調節棒３１は下がり（後方回転方向に回動し）、これに連動してサドル本体
２５が後方へ回動することによって、弦の張力（音程）が上がる。逆に、前記調弦ねじ部
材３６を反時計回りに回動させると、回動調節棒３１は上がり（前方回転方向に回動し）
、これに連動してサドル本体２５が前方へ回動することによって、弦の張力（音程）が下
がる。
【００２３】
なお、この実施例では、各弦支持部材２０は、サドル保持部材２１とサドル本体２５を有
するロッキングタイプとされているが、むろん、本発明はこれに限定されず、各弦支持部
材を一般的なノンロッキングタイプにしてもよい。さらに、実施例では、ベースプレート
１１上に、複数の弦支持部材２０が各弦Ｓに対応してそれぞれ独立して配置され、各弦Ｓ
毎の音色調整が可能となっているが、これに限定されることなく、１ピースタイプの弦支
持部材をベースプレート上に設けるようにしてもよい。
【００２４】
次に、この発明構造について説明すると、この発明に係るトレモロ装置は、前記トレモロ
ブロック４０に形成された引掛部５０と、裏機構６０として表すところの、裏機構ベース
６１、係合部６５、調節部材７０、第一スプリング７５、第二スプリング８０及び棒状部

10

20

30

40

50

(5) JP 3774666 B2 2006.5.17



材９０の各部を含む。
【００２５】
引掛部５０は、図から理解されるように、前記トレモロ体１０のベースプレート１１の裏
面側に垂設されたトレモロブロック４０の下部近傍の後部に形成され、後述するように、
当該トレモロブロック４０の後方への揺動時に棒状部材９０と当接する部分である。従っ
て、好ましくは図示のように、下端側が開放部となる凹曲面状に形成される。
【００２６】
裏機構ベース６１は、裏機構６０のボディＢへの取付部になる部分であり、前記ボディＢ
の裏側、ここでは裏機構配設用凹部Ｂｂにねじ等適宜の取付部材によって固定されている
。
【００２７】
係合部６５は、前記裏機構ベース６１の後部の左右両側に形成され、後方への開放部６６
を有する。実施例では、裏機構ベース６１の左右両側に一体に立設された立ち片６７，６
７に略Ｖ字状の切欠によって係合部６５、６５としたが、この係合部６５は後述する棒状
部材９０が離隔自在に係合する部分であるからそのような作用を有すればどのような構造
又は形状でもよい。
【００２８】
調節部材７０は、前記裏機構ベース６１の前部に前後位置調節自在に配設された部材であ
って、この例では、裏機構ベース６１に立設されたブラケット部７１に螺着された調節ね
じ７２に螺合して、該調節ねじ７２の回動によって進退するようになっている。
【００２９】
第一スプリング７５は、前記調節部材７０に前端７６が固定され後端７７が前記トレモロ
ブロック４０下部に固定され、該トレモロブロック４０を常時前方に付勢するものである
。実施例では、前記調節部材７０の左右に２つの第一スプリング７５，７５が配置されて
いる。
【００３０】
第二スプリング８０はその前端８１が前記裏機構ベース６１に固定されている。図の符号
６２は第二スプリング８０の前端８１が係着するところの、裏機構ベース６１に突設され
た係着部である。この実施例では、第二スプリング８０は前記第一スプリングの外側に２
つ設けられている。
【００３１】
棒状部材９０は、前記トレモロブロック４０の後方に配置され、前記第二スプリング８０
の後端８２が固定されて常時前方に付勢されている。そして、この棒状部材９０は、トレ
モロブロック４０の非揺動時及び前方への揺動時には、前記係合部６５に係着されている
とともに、トレモロブロック４０の後方への揺動時には該トレモロブロック４０の引掛部
５０と当接して前記係合部６５の係止位置より離脱して後方へ移動される。実施例では係
合部６５のＶ字溝から下側斜面を摺動して後方へ移動する。
【００３２】
上述したところからわかるように、調節部材７０の位置調節、この例では調節ねじ７２の
回動によって、第一スプリング７５，７５の付勢力を調節することができ、これによって
使用する種々の弦ゲージにおける弦Ｓの張力に合わせることができる。また、トレモロ体
１０（ベースプレート１１）の前記スタッドボルトＢｓ，Ｂｓに対する傾きにも調整する
ことができる。
【００３３】
ここで、前記第一スプリング７５，７５は、トレモロ体１０が平衡状態となる通常時に、
自然長よりも伸びた状態で調節部材７０とトレモロブロック４０間に張設され、トレモロ
ブロック４０を前方に付勢するようになっている。一方、前記第二スプリング８０，８０
は、トレモロ体１０が平衡状態となる通常時に、自然長よりも伸びた状態で裏機構ベース
６１の係着部６２，６２と棒状部材９０間に張設され、棒状部材９０を前方に付勢し、係
合部６５，６５に係合するようになっている。この状態がトレモロ体１０（ベースプレー
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ト１１）の設定角度（トレモロ演奏しないときの角度）となる。
【００３４】
上記構造のトレモロ装置１にあっては、ボディ表面Ｂａ側の弦Ｓに張力が発生していない
状態では、トレモロブロック４０は第一スプリング７５，７５の付勢力によって前方限に
移動している。そして、調弦する際に、弦Ｓに張力を加えるにつれてトレモロブロック４
０は後方に移動し、その引掛部５０が棒状部材９０に当接し、その位置で平行状態に保持
される。このとき、第一スプリング７５，７５のばね設定が弱いときには、弦Ｓの張力に
より引掛部５０は棒状部材９０と当接しさらに係合部６５，６５より離脱させて後方に移
動する。一方、第一スプリング７５，７５のばね設定が強いときには、弦Ｓの張力を受け
ても引掛部５０が棒状部材９０と当接する前に弦Ｓと第一スプリング７５，７５の張力は
バランスしてしまう。このバランス状態はいわば浮いた状態で、非常に不安定で、従来技
術で説明した図１１に図示のトレモロ装置１１０と同様状態となる。
【００３５】
上のことから解るように、第一スプリング７５，７５のばね設定は、弦Ｓの張力よりは少
し弱く、かつ第二スプリング８０，８０のばね設定を、トレモロブロック４０の引掛部５
０が棒状部材９０と当接するが係合部６５，６５より離脱させない程度に調整することが
望ましく薦められる。ただし、演奏者の好みにより浮いた状態を望む場合にはこの限りで
ない。なお、裏機構ベース６１から第二スプリング８０，８０及び棒状部材９０を取り除
けば（簡単に取り外すことができる）、前記した従来のトレモロ装置１１０としての使用
も可能である。
【００３６】
実施例において、請求項２の発明として規定したように、前記棒状部材９０の前記トレモ
ロブロック４０の引掛部５０と当接する位置には、公知のベアリング手段９１が設けられ
る。このようにすれば、前記トレモロブロック４０の後方への揺動時に引掛部５０上を該
ベアリング手段９１が回転しながら当接するため、引掛部５０と棒状部材９０との間に生
じる摩擦を減少させることができる。なお、前記引掛部５０は、トレモロブロック４０が
後方への揺動及び復帰する際に棒状部材９０のベアリング手段９１との当接が容易な略弧
状の凹曲面に形成されることはいうまでもない。図中において符号９３はベアリング手段
９１及び９２の取付部材を表す。
【００３７】
また、請求項３の発明として規定したように、前記棒状部材９０の前記係合部６５，６５
と係止する位置にも、公知のベアリング手段９２，９２が設けられる。つまり、前記トレ
モロブロック４０の後方への揺動が解除され、該トレモロブロック４０が初期設定位置（
平衡状態の位置）に復帰するとき、前記棒状部材９０は、第二スプリング８０，８０の付
勢力によって前記係合部６５，６５の後方への開放部６６と当接し係止される。このとき
、棒状部材９０の該係止する位置にベアリング手段９２，９２が設けられておれば、棒状
部材９０と開放部６６との間に生じる摩擦を減少させることができる。
【００３８】
さらに、請求項４の発明として規定したように、前記トレモロブロック４０の引掛部５０
が棒状部材９０を自動調心する凹曲面状に形成することができる。つまり、前記棒状部材
９０と引掛部５０との間において、自動調心ころ軸受のころ（棒状部材９０）と軸受け部
（引掛部５０）の関係が成立するように、トレモロブロック４０の引掛部５０の凹曲面を
形成するものである。これにより、前記トレモロブロック４０の後方への揺動時において
、当接しながら揺動する引掛部５０と棒状部材９０との間に生じる軸心の狂いを吸収し、
連続的な回動を容易にする。
【００３９】
さらにまた、実施例においては、請求項５の発明として規定したように、前記トレモロブ
ロック４０の引掛部５０がゴム等からなる緩衝部材９５によって形成されている。また、
同様に、請求項６の発明として規定したように、前記係合部６５，６５がゴム等からなる
緩衝部材９６によって形成されている。これによって、棒状部材９０あるいはベアリング
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手段９１及び９２が引掛部５０や係合部６５，６５に当接する際の衝撃を緩衝部材９５，
９６により吸収し、当接音等の異音（ノイズ）の発生を防ぐことができる。
【００４０】
次に本発明装置の作動について説明すると、上記構造のトレモロ装置１においては、図７
のように、前記操作アームＫをアームダウン、つまりボディ表面Ｂａ方向（矢印ａ）に押
し下げると、トレモロ体１０（ベースプレート１１）は、前記スタッドボルトＢｓ，Ｂｓ
を支点としてその後部が上方へ傾斜するように揺動する。これによって、弦Ｓの張力が減
少して、全て弦の音程が下降（フラット）する。このとき、図７及び図８から理解される
ように、前記ベースプレート１１の裏側に垂設されたトレモロブロック４０がボディＢの
貫通空所Ｂｃ内を矢印ｂ１のように後方へ回動し、それに伴って調節部材７０とトレモロ
ブロック４０との間に架設された第一スプリング７５，７５は引張される。同時にトレモ
ロブロック４０は、引掛部５０を棒状部材９０に当接させながら該棒状部材９０を係合部
６５，６５の開放部６６，６６から矢印ｃ１のように後方へ押圧し離間するため、第二ス
プリング８０，８０を引張する。
【００４１】
前記アームダウン後、操作アームＫに対する力が除かれると、つまり当該操作アームＫの
操作が解除されると、第一スプリング７５，７５及び第二スプリング８０，８０の付勢力
によって、トレモロブロック４０はスタッドボルトＢｓ，Ｂｓを支点として貫通空所Ｂｃ
内を前方へ（矢印ｂ１と逆方向）回動して当初（図３ないし図６に示す）の平衡状態の位
置に復元（復帰）し、棒状部材９０も前方へ（矢印ｃ１と逆方向）移動して係合部６５，
６５に係止する。
【００４２】
これに対して、図９に示すように、前記操作アームＫをアームアップ、つまりボディ表面
Ｂａの反対方向（矢印ｄ）に引き上げると、トレモロ体１０（ベースプレート１１）は、
前記スタッドボルトＢｓ，Ｂｓを支点としてその後部が下方へ傾斜するように揺動する。
これによって、弦Ｓの張力が増加して、全ての弦の音程が上昇（シャープ）する。このと
き、図９及び１０から理解されるように、前記ベースプレート１１の裏側に垂設されたト
レモロブロック４０が矢印ｅ１のように前方へ回動し、それに伴って調節部材７０とトレ
モロブロック４０との間に架設された第一スプリング７５，７５は収縮する。なお、裏機
構ベース６１と棒状部材９０との間に架設された第二スプリング８０，８０の付勢力によ
り係合部６５，６５に係止された棒状部材９０はそのままの状態を保持している。
【００４３】
前記アームアップ後、操作アームＫに対する力が除かれると、つまり当該操作アームＫの
操作が解除されると、各弦Ｓの張力によって、トレモロブロック４０はスタッドボルトＢ
ｓ，Ｂｓを支点として貫通空所Ｂｃ内を後方（矢印ｅ１と逆方向）へ回動し当初（図３な
いし図６に示す）の平衡状態の位置に復元（復帰）する。
【００４４】
なお、本発明は、上述した各実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない
範囲において構成の一部を適宜に変更して実施することができる。例えば、上記実施例に
おいては、第一及び第二スプリングは、それぞれ２本ずつ架設されているが、これに限定
されず、前記第一及び第二スプリングの本数を適宜の本数にしても良い。
【００４５】
また、上記各実施例では、６弦のギターに取り付けられるトレモロ装置について言及して
いるが、本発明はベースギター等、他の弦楽器に対しても適用することができる。
【００４６】
【発明の効果】
以上図示し説明したように、請求項１の発明の弦楽器用トレモロ装置によれば、トレモロ
操作後、トレモロ体は、トレモロブロック、第一スプリング、第二スプリング、棒状部材
等により構成される裏機構の働きによって、常時元の平衡状態に復元（復帰）するため、
トレモロ操作後におけるチューニングの狂いを最小限に抑えることができる。また、前記
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トレモロ体が常に平衡状態に保たれているため、トレモロ操作しない通常時において、チ
ョーキングやフラッターや弦が切れたこと等に起因するチューニングの狂いも極力防ぐこ
とができる。さらに、当該トレモロ装置においては、シリンダー構造を用いないため、フ
ローティング状態も容易に選択でき、シリンダーとスプリングとの摩擦を考慮する必要が
無くなり、調整箇所が比較的少なく、調整すべき箇所及び調整方法が使用者にわかり易く
、チューニングが容易になる。
【００４７】
また、請求項２あるいは３の発明のように、トレモロブロックの引掛部及び係合部に当接
する棒状部材の該当箇所に公知のベアリング手段を設置するため、トレモロブロックの後
方への揺動にともなう引掛部と棒状部材との摩擦及び、トレモロブロックが平衡状態に復
帰する場合の係合部と棒状部材との当接する際の摩擦を減少することができ、トレモロブ
ロックの揺動の負荷をかかりにくくすることができる。
【００４８】
さらに、請求項４の発明のように、トレモロブロックの引掛部を自動調心ころ軸受の軸受
け部ところの関係が成立するように、トレモロブロックの引掛部は、その曲面を、凹曲面
形状（球面状）に形成するため、トレモロブロックの後方への揺動に際し、当接しながら
揺動する引掛部と棒状部材との間に生じる軸心の狂いを吸収し、連続的な回動を容易にす
る。
【００４９】
加えて、請求項５あるいは６の発明のように、トレモロブロックの引掛部及び係合部の棒
状部材との当接箇所に、緩衝部材が介在されるため、棒状部材が引掛部及び係合部に当接
する際の衝撃を吸収すると同時に、当接騒音等の異音の発生を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の弦楽器用トレモロ装置を備えたエレクトリックギターの全体斜視図で
ある。
【図２】そのトレモロ装置の上面図である。
【図３】一部の部材を取り除いたトレモロ装置の断面図である。
【図４】トレモロ装置の裏機構を示す裏面図である。
【図５】図３の５－５線の位置で切断した状態の断面図である。
【図６】図４の６－６線の位置で切断した状態の断面図である。
【図７】アームダウン時におけるトレモロ装置の要部の断面図である。
【図８】アームダウン時におけるトレモロ装置の裏機構を示す裏面図である。
【図９】アームアップ時におけるトレモロ装置の要部の断面図である。
【図１０】アームアップ時におけるトレモロ装置の裏機構を示す裏面図である。
【図１１】従来の一般的な弦楽器における弦楽器用トレモロ装置を示す断面図である。
【符号の説明】
１　トレモロ装置
１０　トレモロ体
４０　トレモロブロック
５０　引掛部
６０　裏機構
６１　裏機構ベース
６５　係合部
７０　調節部材
７５　第一スプリング
８０　第二スプリング
９０　棒状部材
９１，９２　ベアリング手段
９５，９６　緩衝部材
Ｇ　弦楽器
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Ｂ　ボディ
Ｓ　弦
Ｋ　操作アーム

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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