
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

この朝顔部の出力曲がり部（５）が朝顔（
７）に対して伸ばされたり縮められたりする
出力曲がり部（５）の伸張および／または縮小が り外し可能な連結部（６）

によって決定される

出力曲がり部（５）の取り替え 、朝顔を交
換することを要さずに金管楽器の調律 。
【請求項２】
上記朝顔（７）と上記出力曲がり部（５）の間に挿入される上記望遠鏡式の中間部分（８
）は、２つの部分（８’，８″）からなり、部分（８″）が上記朝顔（７）に取り付けら
れた内側の部分（８’）から離れるように移動できるとともに、朝顔したがって楽器のフ
ルー管を伸縮するための部分（８’，８″）相互の軸方向のこのような移動は、一端に手
動の外側キー（１１）が，他端に可動部分（８’）の一部をなす管（１５）に螺合する部
分（１２）が夫々取り付けられたロッド（１０）によって、行なわれることができ、その
結果、上記ロッド（１０）の調律のための運動は、上記朝顔したがって上記フルー管の全
長および楽器の調律の変更を生ぜしめる一方、上記ロッド（１０）の滑動は、上記朝顔の
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いわゆる金管楽器への対応する空気管を有する吹口（１）と、朝顔（７）と空気流を曲げ
る出力曲がり部で形成される朝顔部とを備え、

トランペットなどの金管楽器において、上記
、取 と中間部

分（８） ともに、上記取り外し可能な連結部（６）が上記朝顔（７）
の上流に配置され、上記中間部分（８）が上記連結部（６）と出力曲がり部（５）の間に
配置され、上記中間部分（８）は、上記出力曲がり部（５）に望遠鏡式に取り付けられ、
かつ、上記連結部（６）に密に連結されて、 が

を可能にすることを特徴とする金管楽器



伸縮および／または縮小を生ぜしめ を特徴とする請求項 に記載の 。
【請求項３】
上記ロッド（１０）は、上記キー（１１）の内側端と上記望遠鏡式の連結部分（８）の外
側部分（８″）のストッパ（１４）との間にばね（１３）を備えたことを特徴とする請求
項 に記載の 。
【発明の詳細な説明】

本発明は、金管楽器、特にトランペットに導入される一連の改善に関する。このような改
善は、調律システムおよび吹口自体の特質に集中させられ、かつフレンチホルン ,チュー
バ ,トロンボーン ,テノールホルンなどの他の金管楽器に適用することができる。
本発明は、また金管楽器自体の部分を形成する朝顔や曲がり部などの幾つかの中空の部材
を製造するための方法に関する。
調律システムおよび吹口の製造に導入される改善および勿論ながら ,好ましくはトランペ
ットであるこの楽器の所定の中空要素を得る方法は、改善された調律および勿論その安価
な製造方法を達成しつつ、結果として得られる最良の音質を提供する。

トランペットを調律するのに通常用いられる一般の方法は、いわゆる「フルー管」の長さ
を変更することである。このような変更は、より長いフルー管を可能にする可伸部分によ
って達成される。
勿論、トランペットの音調は、フルー管の長さに依存するので、音階中の異なった音符を
達成するには、このようなフルー管の長さを伸ばしたり ,縮めたりして、空気流の行路を
変更し、適切な一般の調律を決める周波数を得るために必要な距離を楽器に与えることが
必要である。
現在まで、トランペットの製造者は、トランペットを調律するために伸ばされうる「ジェ
ネラルポンプ」として知られた一連の可伸管によって形成された「テューデル」として知
られた部分に基づいて上記楽器の調律をしている。このような「テューデル」は、いわゆ
る楽器の「ボディー」の前に位置する部分である。従って、トランペットの調律部分は、
いわゆるトランペットボディーの前に位置している。
上記楽器が、その長さのためにテューデルで調律をすることができない場合、製造者は、
ピッコロトランペットのときは ,かかるテューデルを伸ばし、上述のフルー管のときは ,朝
顔自体を伸ばさなければならない。このような伸長は、ボディーの端部で行なわれる。こ
の調律方法は、通常、いわゆるＢ－Ｃ bトランペットに適用される。
要するに、トランペットは、吹口側、「テューデル」部分 ,即ちボディーおよびテューデ
ル自体の手前に位置する曲がり部である「ジェネラルポンプ」、または楽器のボディーの
後に位置する朝顔部分においても調律されることができる。この朝顔部分は、朝顔とこれ
に関連する出力曲がり部からなる単一の片によって形成される。
トランペットボディーの後方で調律がされるべき場合は、このような朝顔 ,即ち出力曲が
り部とこれに関連する朝顔からなる部分を取り替える必要がある。
他方、上記楽器の構造に関する限り、トランペットおよびこれと類似の楽器の場合、これ
らは、適切に組み立てられた異なった金属部材によって形成される。時々、このような部
材は、通常半円周の湾曲部分を有するか ,または有しない円筒状の形状であるが、朝顔の
場合にそうであるように曲った母線をもつ截頭円錐状の形状を呈することもできる。
いずれにせよ、このような部材を得るには、金属管または金属板が用いられる。これらの
部材は、熱間工程または冷間工程による変形で都合よく形成される。これらの部材は、通
常、ハンマーや他の適した工具によって人手で、あるいは油圧または機械で操作される形
成機械によって機械的に形作られる。
殆んどの部材が１つに作り出されるので、勿論ながら、板の使用は、特に板が閉じられね
ばならないとき、操作の複雑さを増す。従って、管を用いるのが、原則的にはより適切で
ある。しかし、上記部材は、特に朝顔を作るとき、直径の相違、従って部材が大径の端部
で過度の厚さをもち ,他の端部で僅な厚さしかもたないという壁厚の相違から派生する問
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２ 金管楽器

発明の目的

発明の背景



題を招来する。
考慮されるべき他の事実は、金管楽器に用いられる吹口は、通常、３つの異なった部分に
分けられる単一の部材によって形成され、「出力コーン」が、楽器、より詳しくはテュー
デルとして知られた部分に直接 ,取り付けられることである。従って、このような出力コ
ーンは、演奏者の必要に応じて異なった内径をもち得る。吹口の第２の部分は、演奏者の
唇で作られた振動を集めるための空洞を決定するいわゆる「ボウル」である。このような
ボウルは、演奏者の特質および演奏される音楽のタイプに応じて、異なった受け入れ形状
および深さを持つより大きいまたはより小さい寸法をもつであろう。第３の部分は、演奏
者の唇に接触する要素であるいわゆる吹口の「環」または「縁」によって形成される。こ
の部分は、環の形状に関する限り、演奏者の好みのために、非常に決定的であると考えら
れている。
金管楽器の吹口を形成する上記３つの部分は、通常、幾つかの例では取り外せる縁または
環を有しうる単一の部材片によって形成される。従って、ボウルも出力コーンも変更する
ことができず、演奏者は、特定の吹口を欲するときはいつも、完全なセットを買わなけれ
ばならず、ボウルや出力コーンを、自分の特定の必要や好みにより適した他のものに取り
替える可能性がないのである。

本発明の目的である楽器の改善は、一連の簡単で有効な解決策を実行することによって上
述の問題を解決する。
第１の改善は、調律装置がボディーの後方に位置して、朝顔を取り替える必要がないよう
な楽器の調律システムからなる。
より詳しくは、本発明の第１の新規性は、調律が、従来 ,行なわれていたようにいわゆる
テューデルで行なわれるのではなく、楽器のいわゆる「ボディー」の後方で行なわれるこ
とである。従って、調律装置は、このようなボディー、即ち、朝顔の一部を形成するが出
力曲がり部を取り替えることによって調律処理ができるように取り外すことができる「ジ
ェネラルポンプ」として知られる部分の後ろに合体する。このことは、朝顔が曲がり部か
ら取り外せるという事実によって達成される。
要するに、このシステムは、トランペットの朝顔の箇所にある調律装置に合体したテュー
デルのジェネラルポンプに取って代わるのである。
従って、いわゆるＢ－Ｃ bトランペットにおいて、トランペットの調律をＣ bまたはＢのト
ランペットに変えるために取り替えられるべき要素は、従来のように朝顔全体でなく、ジ
ェネラルポンプとして知られている出力曲がり部だけなのである。
勿論、このシステムは、Ｂ b，Ｃ，Ｄ－Ｅ b，Ｆ，Ｇおよびピッコロとして知られたような
どんな種類のトランペットにも適用することができる。
その他に言及されるべきは、取り外し可能な後部と朝顔で形成され ,朝顔とトランペット
ボディーの間に挿入される曲がり部によって調律が調整できるということである。
勿論、このシステムは、同一の曲がり部でもって異なった型の朝顔を合体することを可能
にする。即ち、朝顔は、従来なされていたように装置全体でなく、朝顔自体を取り替える
ことによって変更することができるのである。
本発明の択一的な実行として、調律システムは、朝顔とこれに関連する前方の曲がり部と
が、（既述のように朝顔自体で形成されている）フルー管の長さを徐々に伸ばすべく望遠
鏡式に連結され、その結果、音符ごとの完全な調律のために楽器の正確な長さを達成する
という事実に基づいている。上述の部分を望遠鏡式に伸ばすことは、一端で手動のノブに
合体し ,望遠鏡式の連結を押す要素に合体し、かつトランペットボディーに螺合するロッ
ドによって行なわれる。そしてこれによって、膨脹ばねの助けを介して、このような連結
,従って朝顔あるいは曲がり部または朝顔で形成されるフルー管を、伸縮することを可能
にする。
この第２の調律システムによれば、楽器の朝顔の長さを伸ばしあるいは縮めるロッドの軸
方向の動作によって、楽器を音符ごとに独立して調律することも可能である。
本発明の他の改善は、金管楽器の吹口に関する。この吹口は、適切に連結され取り外し可
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能な独立な要素または部材片によって形成される３つの主要部材で形成されて、３つのう
ちのいずれもが、残りの２つをそのままにして取り替えたり、逆にそれらのうちの２つが
、３つ目の１つをそのままにして取り替えたりできるようになっている。この事実は、か
なりの節約と、演奏者の特質などにより適した要素を随時に使用する可能性とをもたらす
。
より詳しくは、本発明の改善の１つによる吹口は、関連するボウルから独立した要素とし
ての出力コーンと、吹口の縁または環から独立した要素としての上記ボウルとに合体する
。そして、上記出力コーンが、倒置の截頭円錐形状を有してボウルを形成する凹部と前端
で合体し、この凹部が、適合する外形をもつ異なったボウルサイズに適合するという特異
性を備えている。吹口の縁または環も、演奏者が所望の特質をもつ他のものに取り替える
ことができるように、上記２つの要素から取り外すことができる。
従って、演奏者は、楽器の次の響きを決定する要素であり、常に演奏者の好む深さをもつ
であろうボウルの深さを、単一の環とコーンを用いることによって変化させることができ
る。従って、どんな特定の吹口も、結果としての節約およびボウルが変わったことを演奏
者にが気付かせないという利点を伴って、残りの２つの要素をそのままにしつつ異なった
ボウルに取り付けることができる。
最後に、本発明の他の改善は、ここに述べる楽器の特定の要素の製造に関する。この製造
方法は、特定の必要に応じて、金属のフィラメントを連続的または断続的に型の回りに螺
旋状に巻いて、関連する要素の基礎を形成するという第１の操作段階に基づく。
続いて、こうして得られたフィラメントを巻いた要素は、次のいずれかの方法で最終的に
形作られる。即ち、熱 ,圧力 ,溶接または他の技術、あるはフィラメントを巻いた要素が、
浸漬槽に導入され、基体を強化し ,基体を形成する螺旋を接合する金属層で覆われるとい
う電気めっきの方法である。

この記述を補完し、本発明の主たる特徴のより良き理解に資するように、この明細書にそ
の不可欠な部分をなす一組の図面が添えられ、この図面は図解のためのもので発明を限定
するものでなく、次のことが描かれている。即ち、
図１は、本発明の目的である調律システムを合体したＣ b－Ｂトランペットの側面図であ
る。
図２は、図１の調律システムに基づく朝顔の詳細を示す。
図３は、本発明で要求される改善による望遠鏡式の調律システムを合体したトランペット
の総体図を示す。
図４は、図３に描かれたトランペットボディーと望遠鏡式連結部の詳細を示し、駆動ロッ
ドがフルー管を最短にする位置にある。
図５は、上述の図の１つと類似の他の詳細を示し、駆動ロッドがトランペットボディーを
最長にする位置に設定されている。
図６は、本発明で要求される改善によって完成された金管楽器のための吹口を形成する３
つの独立な部材の（１／４）部分破断側面図を示す。
図７は、適切に連結された３つの部材をもつ（１／４断面の）吹口の総体図を示す。
図８は、楽器 ,より詳しくは本発明の他の改善である手順にしたがって得られた朝顔の側
面図を示す。
最後に、図９は、図８に描かれた部分の拡大詳細を示す。

図、より詳しくは図１と図２は、第１の実施例により完成された調律システムを合体した
トランペットを示しており、このトランペットは、いわゆるトランペットボディー（３）
に達する関連する管（２）に連結された吹口（１）と合体し、空気は、入力曲がり部（４
）を経ていわゆる朝顔に流れる。この朝顔は、本発明のシステムの実施において、調律を
行なうための曲がり部（５）およびこの曲がり部に適切な連結器（６）によって取り付け
られる朝顔（７）に合体する。
このことは、従来のトランペットでは朝顔が、朝顔（７）と単体を形成している出力曲が
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図面の記述

本発明の好ましい実施例



り部（５）とで形成されるのに対して、本発明のトランペットは、調律が、従来なされて
いたようにボディーの前方でなく、トランペットボディー（３）の後方で行なわれるよう
に、互いに連結される２つの独立した部材で形成されるということを意味する。
チューニングポンプを形成する曲がり部（５）は、既述の如く部分（８）に望遠鏡式に連
結され、上記部分は、図２に明瞭に見られるように、今度は部分（６）を介して朝顔（７
）の端部に連結される。そして、中間の連結部分（８）は、朝顔（７）の端部に連合する
部分（６）の連結端において、部分（８）の端部の連結部によって区切られる凹部上で上
記端部のストッパとして働く環状凹部（９）に合体する。
従って、図１，２に描かれたシステムによって、曲がり部（５）は、かかる連結を介して
朝顔（７）に対して伸ばしたり縮めたりすることができ、これによってアセンブリ全体を
取り替える必要なく、適切な調律が達成される。朝顔をそのままにして、チューニングポ
ンプを形成する上述の出力曲がり部（５）を取り替えるだけで十分であり、これによって
調整可能な調律が得られる。
要するに、本発明の目的である第１の改善によるトランペットの調律は、従来のようにト
ランペットボディー（３）の前方で行なうのに代えて、トランペットボディー（３）の後
方 ,つまり朝顔自体で行なわれる。そして、調律は、トランペットボディー（３）と朝顔
（７）の間に位置する出力曲がり部（５）の取り替えしか必要としないので、この明細書
で指摘されるような利点を有する。
勿論、要素の連結が完全であるので、与えられた楽譜の演奏中に吐き出される空気は、漏
れる虞なく完全に利用される。
図３，４，５は、択一的な調律システムを示している。ここでは、トランペットボディー
（３）は、特定の４つの音符に対応する４つのバルブに合体する。
この第２の実施例では、部分（８）は、外側が手で操作されるキー（１１）で終わってい
るロッド（１０）を介する伸張または縮小によって駆動される望遠鏡式の部分である。こ
のようなロッド（１０）は、外側部分が番号（８”）で示される部分であるので、望遠鏡
式の部分（８）を形成する２つの部分のうちの部分（８’）を動かす外ねじ部分に合体す
る。この部分（８’）は、外側部分（８”）に望遠鏡式に連結されていて、上記部分（８
’）が動かされると、朝顔（７）も動かされ、これによってかかる朝顔で形成されるフル
ー管を、動きの方向に応じて伸ばしたり縮めたりするようになっている。
上記ロッド（１０）は、ロッドからキー（１１）への連結端と望遠鏡式の連結部（８）の
後部ストッパ（１４）との間に位置するばね（１３）によって助けられる。
従って、ロッド（１０）の回転は、ねじ部分（１２）を介して、楽器の全長つまりフルー
管または朝顔（７）の長さを伸縮するのを可能にし、これによって楽器の調律を達成する
。
さらに、ロッド（１０）の動作によって、朝顔（７）の長さは変更することができ、これ
によって音符ごとの適切な調律に要求される正確な長さを有する管を達成する。それ故、
トランペットまたは楽器の音階の一部を形成する各音符と無関係に総体的な調律が直され
る。
勿論、朝顔（７）は、朝顔（７）と関連する出力曲がり部（５）または望遠鏡式の部分（
８）との間の既述の連結部（６）と一緒に、部分（８） ,従って出力曲がり部（５）から
取り外すことができる。
最後に、ロッド（１０）は、既述の望遠鏡式の部分を形成する管（１５）上にねじが切ら
れている。
図６と図７は、本発明の目的である他の改善による楽器のための吹口の実施例を示してい
る。このような吹口は、３つの独立な部分または部材（１６，１７，１８）で形成される
。部材番号１６は出力コーン（１）であり、部材（１７）はボウルである。部材（１８）
は吹口の縁または環である。
出力コーン（１６）は、図６によれば管状の部材であり、異なったボウルの型（１７）に
嵌合すべく、倒置された截頭円錐形状の内側ボウル（１９）に前端が合体している。上記
ボウルの各型は、出力コーン（１６）の前端に位置する内側ボウル（１９）に適合する側
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面（２０）に合体する。
出力コーン（１６）の内側ボウル（１９）の底（２１）とボウル（１７）の底部（２２）
は、上述の断面と異なった既述の適合する断面を決定する傾いた母線の外形を呈するとい
うことを強調しておきたい。
従って、出力コーン（１６）の内側ボウル（１９）の特別な形状または特異性と、これに
続く異なったボウル（１７）の形状とによって、ボウル（１７）が内側ボウル（１９）に
連結されることができ、これによってボウル（１７）の長さに応じてより大きいまたはよ
り小さい長さが得られて、吹口の環または縁（１８）と出力コーン（１６）自体とをその
ままにしつつ、結果として得られる音が変更されるのである。上記環（１８）は、ボウル
（１７）の関連する縁または端部（２４）を止める内側凹部（２３）を外側縁の近傍に有
する。従って、環（１８）は、図７に明瞭に見られるように、ボウルの直線部（２５）の
側面および出力コーン自体の側面（２６）に向けて調整される。
上述の構造によれば、吹口は、演奏者が３つの部材（１６，１７，１８）のいずれをも、
残りの部材を自分の要求 ,特質 ,必要に応じてそのままにしつつ、取り替えることを可能に
する。演奏者は、時々、環または縁（１８）を適切に自分の唇に合った他のものに取り替
えたり、自分の特質にしたがって結果として得られる音を変更するためにボウル（１７）
自体を交換したりする必要があるのである。
最後に、図８ ,図９は、どのようにして一本のトランペットのような金管楽器が得られる
かの例を示している。この金管楽器は、特定の場合を表わしているが、既述の図面または
他のどんな外形の場合でもそうであるように、円形断面をもつ金属フィラメントを螺旋状
に巻いて始まる朝顔（２６）である。このような巻きによって得られる螺旋は、均一であ
り、機械であれ手であれ ,かかる巻きを作るために型として用いることができる。
貴金属を含む適切ないかなる原材料も、原材料として用いることができる。
フィラメントの巻き（２７）によって基礎体（２６）を形成した後、この基礎体は、次の
２つの択一的な解決策のうちの１つによって安定化されなければならない。
１．螺旋（２７）は、任意の溶接または圧力によって最終的に固定される。この方法では
、隣接する螺旋が接合され、フィラメントが、中実の要素を形成して、関連する処理の後
にいつでも個々の楽器に合体できるようになっている。
２．螺旋（２７）は、基礎体が導入される電解めっきによって固定されることができ、基
礎体は、図８，９に示す特別の場合のように表面のみが固定されうる上記螺旋を被覆し ,
接合するような層（２８）で覆われる。この場合、基礎体は、内面が形成モールドによっ
て隠されてめっき槽に導入される。他方、基礎体が十分に絶縁された電解槽に導入される
場合は、被覆は両面に形成される。
上述の場合のように電解めっき後に得られた要素は、十分な処理を受けてから、楽器に合
体されることができる。
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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 】
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