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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽器に固定される楽器用ピックアップ装置であって、
　円板状の圧電素子と、
　前記圧電素子を間に挟む一対の円形部材と、
　前記一対の円形部材のうち何れか一方の円形部材の表面に配置される脚部と、を備え、
　前記各円形部材は、他方の円形部材へ向かって突出形成される突起を、前記他方の円形
部材と向かい合う対向面の縁沿いの２箇所に各々有し、
　前記圧電素子は、前記突起によって前記一対の円形部材の間に形成される空隙内におい
て、前記各円形部材が各々有する前記突起に挟まれた状態で支持される、
　楽器用ピックアップ装置。
【請求項２】
　前記圧電素子は、円形の下部電極層と、前記下部電極層よりも小径な圧電材料層と、前
記圧電材料層の上に成膜される上部電極層と、を有しており、前記下部電極層が前記突起
に接する状態で前記一対の円形部材の間に挟まれる、
　請求項１に記載の楽器用ピックアップ装置。
【請求項３】
　前記脚部は、前記何れか一方の円形部材の表面の縁沿いの３箇所に均等に配置される革
材によって形成される、
　請求項１または２に記載の楽器用ピックアップ装置。
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【請求項４】
　前記各突起は、前記各円形部材の中心点を挟んで対称に配置されている、
　請求項１から３の何れか一項に記載の楽器用ピックアップ装置。
【請求項５】
　前記楽器は、ｆホールを有する弦楽器であり、
　前記楽器用ピックアップ装置は、前記ｆホールの縁にクランプで固定される、
　請求項１から４の何れか一項に記載の楽器用ピックアップ装置。
【請求項６】
　前記クランプは、前記円形部材に接触するネジ以外の部材が木材で形成されている、
　請求項５に記載の楽器用ピックアップ装置。
【請求項７】
　前記円形部材は、木材で形成されている、
　請求項１から６の何れか一項に記載の楽器用ピックアップ装置。
【請求項８】
　前記木材は、何れもスプルスである、
　請求項６または７に記載の楽器用ピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コントラバスを中心とするアコースティック系の弦楽器や、ピアノその他各
種の楽器の音を電気信号へ変換する楽器用ピックアップ（以下、単に「ピックアップ」と
いう）のうち、圧電素子（「ピエゾ素子」と呼ばれる場合もある）を用いるものに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　楽器の音を電気信号へ変換する装置としては、各種のものが提案されている（例えば、
特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－０７５５６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、コントラバスのような低音の弦楽器を演奏する際、こもりがちな「低音」を聴
者に対して明瞭且つ十分に提供することは容易でない。特に、コントラバスと他の楽器、
中でも電気的に音を拾うことを特徴とするエレキギターやその他各種の電気楽器との合奏
時には、両者の音量のバランスを整え、コントラバスの音を十分に響かせることが容易で
ない。
【０００５】
　この問題を解決するには、コントラバスのような低音の弦楽器の音についても、これを
電気信号に変換して増幅させてやればよい。コントラバスの音を電気信号に変換する手法
としては、例えば、コントラバスの胴体（ボディ）のｆホール（ｆ字穴：サウンドホール
）近くにマイクを立てて集音する方法もある。しかし、コントラバスの胴体のｆホール近
くにマイクを立てて集音する場合、演奏者がコントラバスを自在に動かすことができない
。そこで、演奏者からは、自在性の観点により、コントラバスの胴体にマイクを直接取り
付ける手法が好まれる傾向にある。
【０００６】
　ところで、音を電気信号へ変換する装置としては、例えば、ダイナミック型のコンタク
トマイクがあるが、一般的に大型で価格も高いといった問題があり、近年は圧電素子が多
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用されている。そして、圧電素子を用いた弦楽器のピックアップ装置としては、当該ピッ
クアップ装置の取付位置に関して下記のように各種の方式のものが提案されている。
　（１）弦楽器の駒にある「駒又」（駒脚と駒脚との間の逆Ｕ字型の空間）に渡した保持
部材にピックアップ装置を設け、当該ピックアップ装置で取り出した電気信号を増幅させ
るもの。
　（２）駒に圧電素子を直接貼付けるもの。
　（３）駒の「ブリッジウイング」の隙間に圧電素子を嵌合させるもの。
　（４）駒に乗っている弦の直ぐ近くに、クリップなどを用いて圧電素子を駒に挟み置く
もの。
　（５）駒の装飾部に圧電素子を挟んで保持するもの。
　（６）駒に開けた孔に圧電素子を埋め込むもの（４弦楽器の場合、孔の数は１、２又は
４のように任意である）。
　（７）駒の高さを調整する「駒アジャスター」に圧電素子を組み込んでしまうもの。
【０００７】
　しかし、弦楽器の駒に圧電素子を当てて設置するものは、それぞれに利点があるものの
、主として「弦」の音だけを拾うことになりやすく、十分な音圧を得ることができない。
演奏者の好みにもよるが、心地よい音質にならない場合も多い。そこで別の手段として、
例えば、弦楽器の胴体の表板に圧電素子を当てて設置する下記のようなものが提案されて
いる。
　（Ａ）駒と表板との間（駒脚と表板の間）に圧電素子を挟み込むもの。
　（Ｂ）粘性の低い粘着材を用いて、表板に圧電素子を直接貼るもの。
【０００８】
　ところが、前記（Ａ）の場合、理由は明らかでないが、音に芯の無い不十分な電気信号
しか得られない。また、前記（Ｂ）の方法によるときでも、金属片によって形成される圧
電素子を表板に直接貼り付けるので楽器本体に傷がつくこともあるし、楽器に貼り付けら
れた圧電素子が露出しているから見栄えが良くない。また、圧電素子を表板に「貼った」
だけのものは、ギターやチェロのようにコントラバスより高音の楽器ではさほど支障が無
いものの、コントラバスのような低音の楽器に用いると音に芯がないことが経験的に判っ
ている。
【０００９】
　そこで、マグネットの磁力で弦楽器の表板に圧電素子を取り付ける手法も提案されてい
るが、マグネットの重量が表板の振動を抑制し、特にコントラバスのような低音で振幅の
大きい音の場合には生音と異なる形で電気信号へ変換される場合があった。
【００１０】
　そこで、本願は、圧電素子によって得られる楽器の音を可及的に向上させる楽器用ピッ
クアップ装置を開示する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明では、楽器にピックアップ装置を固定するようにし、
当該ピックアップ装置については、一対の円形部材に各々設けた突起で圧電素子を挟むよ
うに形成し、更に、何れか一方の円形部材については表面に脚部を設けることにした。
【００１２】
　詳細には、本発明は、楽器に固定される楽器用ピックアップ装置であって、円板状の圧
電素子と、圧電素子を間に挟む一対の円形部材と、一対の円形部材のうち何れか一方の円
形部材の表面に配置される脚部と、を備え、各円形部材は、他方の円形部材へ向かって突
出形成される突起を、他方の円形部材と向かい合う対向面の縁沿いの２箇所に各々有し、
圧電素子は、突起によって一対の円形部材の間に形成される空隙内において、各円形部材
が各々有する突起に挟まれた状態で支持される。
【００１３】
　上記の楽器用ピックアップ装置であれば、一対の円形部材の間に挟まれた状態の圧電素
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子が楽器に固定される。楽器に固定された圧電素子は、楽器の演奏時に円形部材と共に振
動する。そして、上記の楽器用ピックアップ装置においては、一対の円形部材のうち互い
に向かい合う対向面の縁沿いの２箇所に設けられた突起に圧電素子が挟まれており、圧電
素子が２点で支持された状態になっているため、圧電素子全体が振動する。圧電素子全体
が振動することにより、圧電素子にある２つの電極間の圧電材料層が全体的に力を受ける
。これにより、圧電素子が局部的に振動を受ける場合よりも良好に音を電気信号へ変換す
ることができる。
【００１４】
　なお、圧電素子は、円形の下部電極層と、下部電極層よりも小径な圧電材料層と、圧電
材料層の上に成膜される上部電極層と、を有しており、下部電極層が突起に接する状態で
一対の円形部材の間に挟まれるものであってもよい。このように構成される圧電素子を用
いれば、圧電材料層と上部電極層が形成されている領域が突起に触れないので、圧電材料
層が全体的に力を受けることができる。
【００１５】
　また、脚部は、何れか一方の円形部材の表面の縁沿いの３箇所に略均等に配置される革
材によって形成されていてもよい。圧電素子を間に挟んだ円形部材がこのような脚部で楽
器に支持されれば、楽器用ピックアップ装置を安定的に楽器へ固定することができ、楽器
に傷をつける虞も無い。
【００１６】
　また、各突起は、各円形部材の中心点を挟んで対称に配置されていてもよい。各突起が
各円形部材の中心点を挟んで対称に配置されていれば、圧電素子が全体的に撓むように両
端部から揺さぶられる。この結果、圧電素子が局部的に振動を受けることなく良好に音を
電気信号へ変換することができる。
【００１７】
　また、楽器は、ｆホールを有する弦楽器であり、上記の楽器用ピックアップ装置は、ｆ
ホールの縁にクランプで固定されるものであってもよい。ｆホールは弦楽器の表板に形成
されているため、楽器用ピックアップ装置がｆホールの縁に固定されれれば、弦楽器の演
奏時に圧電素子が円形部材と共に振動し、弦楽器の音を電気信号へ変換することができる
。
【００１８】
　また、クランプは、円形部材に接触するネジ以外の部材が木材で形成されていてもよい
。クランプのほとんどが木材で形成されていれば、クランプの質量によって弦楽器の表板
の振動が抑制されにくく、また、クランプを通じて圧電素子へ伝わる音がクランプの質量
で抑制されにくいので、弦楽器の表板の振動を圧電素子へ良好に伝達させることができる
。
【００１９】
　また、円形部材は、木材で形成されていてもよい。円形部材が木材で形成されていれば
、円形部材の質量によって楽器の振動が抑制されにくく、また、圧電素子へ伝わる音が円
形部材の質量で抑制されにくいので、楽器の振動を圧電素子へ良好に伝達させることがで
きる。
【００２０】
　また、木材は、何れもスプルスであってもよい。スプルスは振動の伝達に適度な硬度を
有しており且つ質量も軽いため、楽器用ピックアップ装置の各部を構成する木材がスプル
スであれば、楽器の振動を圧電素子へ適正に伝達させることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、圧電素子によって得られる楽器の音が可及的に向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、弦楽器用ピックアップ装置の一例を示した図である。
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【図２】図２は、ピックアップ装置の取付状態の一例を示した図である。
【図３】図３は、ピックアップ装置本体の外観図である。
【図４】図４は、ピックアップ装置本体の分解図である。
【図５】図５は、クランプの拡大図である。
【図６】図６は、コントラバスの胴体の表板に固定された状態のピックアップ装置を示し
た図である。
【図７】図７は、コントラバスの胴体の表板に固定された状態のピックアップ装置の構造
を示した図である。
【図８】図８は、実施形態のピックアップ装置と比較例のピックアップ装置との比較結果
を示した図である。
【図９】図９は、上記実施形態のピックアップ装置１の第１変形例を示した図である。
【図１０】図１０は、弦楽器の胴体の内部に固定された第１変形例のピックアップ装置を
示した図である。
【図１１】図１１は、上記実施形態のピックアップ装置１の第２変形例を示した図である
。
【図１２】図１２は、ピアノに固定された第２変形例のピックアップ装置を示した図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は例示
であり、本発明を以下に説明する具体的構成に限定するものではない。実施にあたっては
、実施の形態に応じた具体的構成を適宜採用することができる。
【００２４】
　図１は、楽器用ピックアップ装置（以下、単に「ピックアップ装置」という）の一例を
示した図である。ピックアップ装置１は、図１に示されるように、ピックアップ装置本体
１０を備える。ピックアップ装置本体１０は、弦楽器のｆホールの縁にクランプ２０で固
定可能な装置であり、弦楽器の音を電気信号へ変換することができる。ピックアップ装置
本体１０には、同軸ケーブル１１が設けられており、同軸ケーブル１１に接続されるアン
プ等へ電気信号を出力する。
【００２５】
　図２は、ピックアップ装置１の取付状態の一例を示した図である。ピックアップ装置１
は、例えば、図２に示されるように、弦楽器の一種であるコントラバス１０１のｆホール
１０２の縁にピックアップ装置本体１０をクランプ２０で固定することにより、コントラ
バス１０１の音を電気信号へ変換することができる。
【００２６】
　図３は、ピックアップ装置本体１０の外観図である。また、図４は、ピックアップ装置
本体１０の分解図である。ピックアップ装置本体１０は、図３や図４に示すように、円板
状の圧電素子１２と、圧電素子１２を間に挟む一対の円形木材（本願でいう「円形部材」
の一例である）１３Ｕ，１３Ｂと、一対の円形木材１３Ｕ，１３Ｂのうち何れか一方の円
形木材である円形木材１３Ｂの表面（下面）に配置される３つの革材１４ｋ，１４ｋ，１
４ｋによって形成される脚部１４と、を備える。３つの革材１４ｋ，１４ｋ，１４ｋは、
円形木材１３Ｂの表面の縁沿いの３箇所に略均等に配置されている。なお、本実施形態の
ピックアップ装置１は、円形木材１３Ｕ，１３Ｂを木材以外の素材で形成してもよいし、
脚部１４を革材以外の素材（例えば、木材）で形成してもよい。
【００２７】
　円形木材１３Ｕ，１３Ｂは、円形の圧電素子１２と略同一の外径を有する円形の木材で
ある。円形木材１３Ｕは、他方の円形木材である円形木材１３Ｂへ向かって突出形成され
る突起１３ｔＵを、円形木材１３Ｂと向かい合う対向面１３ｍＵの縁沿いの２箇所に有し
ている。円形木材１３Ｂも円形木材１３Ｕと同様、他方の円形木材である円形木材１３Ｕ
へ向かって突出形成される突起１３ｔＢを、円形木材１３Ｕと向かい合う対向面１３ｍＢ
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の縁沿いの２箇所に有している。２つの突起１３ｔＵ，１３ｔＵは、円形木材１３Ｕの中
心点を挟んで対称に配置されている。突起１３ｔＢ，１３ｔＢも突起１３ｔＵ，１３ｔＵ
と同様、円形木材１３Ｂの中心点を挟んで対称に配置されている。
【００２８】
　圧電素子１２は、円形の下部電極層１２ｋと、下部電極層１２ｋよりも小径な圧電材料
層１２ｍと、圧電材料層１２ｍの上に成膜される上部電極層１２ｊと、を有している。圧
電素子１２は、下部電極層１２ｋが円形木材１３Ｕの突起１３ｔＵおよび円形木材１３Ｂ
の突起１３ｔＢに接する状態で一対の円形木材１３Ｕ，１３Ｂの間に挟まれる。下部電極
層１２ｋおよび上部電極層１２ｊは、何れも導電性の材料によって形成される電極である
。圧電材料層１２ｍは、圧電体である圧電材料層１２ｍに加わった音の圧力で、下部電極
層１２ｋと上部電極層１２ｊとの間の電圧を変化させる圧電体であり、例えば、セラミッ
ク等によって形成される層である。圧電素子１２は、突起１３ｔＵ，１３ｔＢによって一
対の円形木材１３Ｕ，１３Ｂの間に形成される空隙１５内において、円形木材１３Ｕが有
する２つの突起１３ｔＵ，１３ｔＵと、円形木材１３Ｂが有する２つの突起１３ｔＢ，１
３ｔＢとによって挟まれた状態で支持される。圧電素子１２は、下部電極層１２ｋの外縁
部分で突起１３ｔＵ，１３ｔＵ，１３ｔＢ，１３ｔＢに接している。圧電素子１２は、突
起１３ｔＵ，１３ｔＵ，１３ｔＢ，１３ｔＢが接する部分で下部電極層１２ｋに接着され
ている。圧電素子１２は、下部電極層１２ｋが同軸ケーブル１１の外側導体１１ｓにはん
だ付けされており、上部電極層１２ｊが同軸ケーブル１１の内側導体１１ｕにはんだ付け
されている。
【００２９】
　図５は、クランプ２０の拡大図である。クランプ２０は、図５に示すように、円形木材
１３Ｕに接触するネジ２２、及びクランプ本体２１を備える。クランプ本体２１は、ネジ
２２の長手方向に沿って延在する腕部２１ｕと、腕部２１ｕの一端から側方へ延在してネ
ジ２２が螺合される被螺合部２１ｒと、腕部２１ｕの他端から側方へ延在して弦楽器に当
接される被当接部２１ｔとを有しており、コの字状の形態を呈している。被当接部２１ｔ
には、弦楽器に点接触するための膨らみ２１ｆが設けられている。また、ネジ２２の先端
も、円形木材１３Ｕに点接触するために丸み２２ｍが設けられている。膨らみ２１ｆは、
被当接部２１ｔを形成する木材で一体形成されていてもよいし、或いは、被当接部２１ｔ
を形成する木材に貼り付けた革材で形成することにより、弦楽器の表板の裏側を傷つけに
くいようにしてもよい。
【００３０】
　なお、円形木材１３Ｕ，１３Ｂとクランプ本体２１は、何れもマツ科の常緑高木の一種
であるスプルス（「スプルース」と呼ばれる場合もある）で形成されている。一方、ネジ
２２は、螺旋状の形態を金型で容易に形成できる樹脂等の素材で形成されている。ピック
アップ装置１は、このようにほぼ全体が木製の素材で形成されており、また、ピックアッ
プ装置本体１０を弦楽器の表面で３点支持する脚部１４については木製の素材と同等に軽
量で且つ柔らかい革が用いられることで、全体的に低質量となっている。
【００３１】
　図６は、コントラバス１０１の胴体の表板１０３に固定された状態のピックアップ装置
１を示した図である。ピックアップ装置１は、ピックアップ装置本体１０をクランプ２０
で弦楽器の胴体の表板に固定する取付構造を採用している。すなわち、ピックアップ装置
１は、弦楽器の胴体の表板以外の部材には取り付いていない。よって、例えば、ピックア
ップ装置１をコントラバス１０１の胴体の表板１０３に固定したコントラバス１０１で演
奏を行うと、ピックアップ装置１は、コントラバス１０１の胴体の表板１０３と共に振動
することになる。そして、ピックアップ装置１は、ほぼ全体が木製の素材で形成されてい
て全体的に低質量となっているため、コントラバス１０１の胴体の表板１０３の振動をほ
とんど抑制しない。このため、ピックアップ装置１では、次のような挙動が実現される。
【００３２】
　図７は、コントラバス１０１の胴体の表板１０３に固定された状態のピックアップ装置
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１の構造を示した図である。ピックアップ装置本体１０は、クランプ２０で表板１０３に
固定されている。この場合、コントラバス１０１の胴体の表板１０３が演奏によって振動
すると、表板１０３の振動は、クランプ２０の被当接部２１ｔにある膨らみ２１ｆからク
ランプ本体２１とネジ２２を経由して円形木材１３Ｕへ伝達される第１の伝達経路と、脚
部１４を経由して円形木材１３Ｂへ伝達される第２の伝達経路の２つの経路を並行に伝っ
てピックアップ装置本体１０に伝達される。そして、ピックアップ装置本体１０の円形木
材１３Ｕ，１３Ｂが振動する。ピックアップ装置１が全体的に軽量で低質量なため、ピッ
クアップ装置本体１０の円形木材１３Ｕ，１３Ｂは、概ねコントラバス１０１の胴体の表
板１０３と同じように振動すると推察される。ピックアップ装置本体１０の円形木材１３
Ｕ，１３Ｂが振動すると、円形木材１３Ｕ，１３Ｂに挟まれている圧電素子１２が円形木
材１３Ｕ，１３Ｂの動きに追従して振動する。しかし、圧電素子１２は、突起１３ｔＵ，
１３ｔＵ，１３ｔＢ，１３ｔＢに接しており、下部電極層１２ｋの外縁部分の２箇所で支
持された状態となっているため、円形木材１３Ｕ，１３Ｂが振動すると、圧電素子１２全
体が撓むようにして両端部から揺さぶられる。すなわち、圧電素子１２に加わる振動が圧
電材料層１２ｍへ局部的に伝わるのではなく、圧電材料層１２ｍ全体へ伝わる。また、圧
電素子１２は、外縁部分の２箇所で支持されているだけなので、圧電素子１２自体がある
程度自由に振動できる。このため、円形木材１３Ｕ，１３Ｂからの振動を受けて撓む圧電
素子１２では、下部電極層１２ｋと上部電極層１２ｊとの間にある圧電素子１２全体が圧
力を受け、特に低音で振幅の大きい音を良好に電気信号へ変換することができる。
【００３３】
　なお、本願発明の発明者がピックアップ装置１を幾つか試作して行った実験によれば、
ピックアップ装置本体１０は、上述した２つの伝達経路のうち、脚部１４を経由する第２
の伝達経路からの振動の方が、クランプ２０を経由する第１の伝達経路からの振動よりも
支配的であることが確認されている。
【００３４】
　また、本願発明の発明者が上記ピックアップ装置１以外のバリエーションについて試作
した試作機を使って行った実験によれば、圧電素子１２が突起１３ｔＵ，１３ｔＵ，１３
ｔＢ，１３ｔＢ以外の突起により３点以上で支持される場合、圧電素子１２の自由な振動
が妨げられて低音域が不足し、且つ、アコースティックな響きが無くなることが確認され
ている。これは、コントラバスのような低音の弦楽器のみならず、他の弦楽器についても
同様なことが確認されている。
【００３５】
　図８は、上記実施形態のピックアップ装置１（以下、「実施例」という）と比較例のピ
ックアップ装置との比較結果を示した図である。図８に示す４つのグラフは、何れも、コ
ントラバスに取り付けたピックアップ装置で得た音声信号を周波数領域で表わした線と、
コントラバスの付近に置いたマイクロホン（ＡＫＧ社のコンデンサマイクロホン「ＡＫＧ
４１４」）で得た音声信号を周波数領域で表わした線の２つの線を描画したものである。
コントラバスの付近に置いたマイクロホンは、コントラバスから発せられる音を、空気を
介して拾うものであるため、当該マイクロホンで得られる音声信号は生音に近いと推察さ
れる。そこで、本比較においては、マイクロホンで得られる音声信号の波形を基準に、実
施例や比較例のピックアップ装置の性能を評価している。図８（Ａ）は、実施例の波形と
マイクロホンの波形を示している。また、図８（Ｂ）は、駒の最も弦に近い上部に圧電素
子を配置するタイプのピックアップ装置（以下、「比較例１」という）の波形とマイクロ
ホンの波形を示している。また、図８（Ｃ）は、駒足と表板の間に圧電素子を挟むタイプ
のピックアップ装置（以下、「比較例２」という）の波形とマイクロホンの波形を示して
いる。また、図８（Ｄ）は、駒の隙間にコンタクトコンデンサマイクを配置するタイプの
ピックアップ装置（以下、「比較例３」という）の波形とマイクロホンの波形を示してい
る。なお、図８では、各波形が４つのグラフ（図８（Ａ）～（Ｄ））に分けて図示されて
いるが、各波形は何れも同時に録音されたものである。よって、図８（Ａ）～（Ｄ）に各
々描画されている「ＡＫＧ４１４」の各波形は、何れも同じ形になっている。
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【００３６】
　図８（Ａ）に示されるように、実施例は生音とほぼ同様の音声信号を得られることが分
かる。一方、比較例１－３は、何れも生音からやや離れた音声信号を得られることが分か
る。例えば、比較例１は、低音の領域では生音に近いものの、中高音域では生音よりも大
きい音が得られる傾向にあり、実際に耳で聞いても高音のシャリシャリ、ギャンギャンし
たような音でアコースティック感が無い。また、例えば、比較例２は、低音の領域では生
音に近いものの、中高音域では生音よりも小さい音が得られる傾向にあり、また、実際に
耳で聞くと、中高音域に特有の鼻にかかったような圧電素子特有の不快な音が感じられる
傾向にある。また、例えば、比較例３は、中高音域では生音に近いものの、低音域では生
音よりも大きい音が得られる傾向にあり、また、実際に耳で聞くと、低音域の音が目立っ
て音の立ち上がりがはっきりしない傾向にある。
【００３７】
　以上の比較結果から判るように、上記実施形態のピックアップ装置１は、上記比較例１
－３の何れよりも生音に近い音声信号を得られることが判る。
【００３８】
　なお、上記実施形態のピックアップ装置１は、以下のように変形してもよい。
【００３９】
　上記実施形態のピックアップ装置１には、３つの革材１４ｋ，１４ｋ，１４ｋによって
形成される脚部１４が備わっていたが、ピックアップ装置１は、例えば、２つの革材ある
いは４つ以上の革材あるいはその他の素材によって形成される脚部を備えるものであって
もよい。
【００４０】
　また、上記実施形態のピックアップ装置１では、下部電極層１２ｋよりも小径な上部電
極層１２ｊが脚部１４の方へ向いた状態で圧電素子１２が円形木材１３Ｕ，１３Ｂの間に
挟まれていたが、圧電素子１２は、反対向きの状態で円形木材１３Ｕ，１３Ｂの間に挟ま
れていてもよい。
【００４１】
　また、上記実施形態のピックアップ装置１は、クランプ２０を使わないで楽器に固定す
ることもできる。
【００４２】
　図９は、上記実施形態のピックアップ装置１の第１変形例を示した図である。第１変形
例のピックアップ装置１Ａは、ピックアップ装置本体１０の円形木材１３Ｕにストッパ３
０Ａが備わっている。ストッパ３０Ａは、円形木材１３Ｕの表面から突出形成される雄ネ
ジ３０Ａ１と、雄ネジ３０Ａ１に螺合される柱状の木片３０Ａ２とを有する。ストッパ３
０Ａは、木片３０Ａ２をピックアップ装置本体１０に対して相対的に回転させると伸縮す
る。よって、第１変形例のピックアップ装置１Ａは、例えば、弦楽器の胴体の内部に固定
することができる。
【００４３】
　図１０は、弦楽器の胴体の内部に固定された第１変形例のピックアップ装置１Ａを示し
た図である。第１変形例のピックアップ装置１Ａは、例えば、ギターやコントラバス等の
各種弦楽器の胴体１０４の内部に固定可能である。ユーザは、例えば、弦楽器の胴体１０
４に設けられている孔１０４Ａを通じて、胴体１０４を構成する表板１０５と裏板１０６
との間にピックアップ装置１Ａを配置し、その状態で木片３０Ａ２をピックアップ装置本
体１０に対して相対的に回転させてストッパ３０Ａを延伸させることにより、ピックアッ
プ装置１Ａを表板１０５と裏板１０６との間で突っ張らせて固定することができる。
【００４４】
　図１１は、上記実施形態のピックアップ装置１の第２変形例を示した図である。第２変
形例のピックアップ装置１Ｂは、ピックアップ装置本体１０の円形木材１３Ｕにストッパ
３０Ｂが備わっている。ストッパ３０Ｂは、円形木材１３Ｕの表面から突出形成される雄
ネジ３０Ｂ１と、雄ネジ３０Ｂ１に螺合される略正六面体の木片３０Ｂ２とを有する。ス
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トッパ３０Ｂは、木片３０Ｂ２をピックアップ装置本体１０に対して相対的に回転させる
と伸縮する。
【００４５】
　図１２は、ピアノに固定された第２変形例のピックアップ装置１Ｂを示した図である。
ピアノ１０７には、ピアノ１０７の内部で略水平に配設される響板１０８が設けられてい
る。また、ピアノ１０７には、響板１０８の下側で響板１０８と平行に配設される直支柱
１０９が設けられている。直支柱１０９は、ピアノ１０７の構造材の一種であり、鍵盤や
脚、フレーム、その他の部品類を支持する構造材として機能する。第２変形例のピックア
ップ装置１Ｂは、第１変形例のピックアップ装置１Ａの木片３０Ａ２よりも小さい略正六
面体の木片３０Ｂ２を有しているため、例えば、ピアノ１０７の響板１０８と直支柱１０
９との間のような狭い箇所に固定可能である。すなわち、ユーザは、例えば、ピアノ１０
７の響板１０８と直支柱１０９との間にピックアップ装置１Ｂを配置し、その状態で木片
３０Ｂ２をピックアップ装置本体１０に対して相対的に回転させてストッパ３０Ｂを延伸
させることにより、ピックアップ装置１Ｂを響板１０８と直支柱１０９との間で突っ張ら
せて固定することができる。
【００４６】
　上記実施形態のピックアップ装置１は、例えば、第１変形例のピックアップ装置１Ａや
第２変形例のピックアップ装置１Ｂのように変形されても、楽器の音を良好に電気信号へ
変換することができる。
【符号の説明】
【００４７】
１，１Ａ，１Ｂ・・ピックアップ装置：１０・・ピックアップ装置本体：１１・・同軸ケ
ーブル：１１ｓ・・外側導体：１１ｕ・・内側導体：１２・・圧電素子：１２ｋ・・下部
電極層：１２ｍ・・圧電材料層：１２ｊ・・上部電極層：１３Ｕ，１３Ｂ・・円形木材：
１３ｔＵ，１３ｔＢ・・突起：１３ｍＵ，１３ｍＢ・・対向面：１４・・脚部：１４ｋ・
・革材：１５・・空隙：２０・・クランプ：２１・・クランプ本体：２１ｕ・・腕部：２
１ｒ・・被螺合部：２１ｔ・・被当接部：２１ｆ・・膨らみ：２２・・ネジ：２２ｍ・・
丸み：３０Ａ，３０Ｂ・・ストッパ：３０Ａ１，３０Ｂ１・・雄ネジ：３０Ａ２，３０Ｂ
２・・木片：１０１・・コントラバス１０１：１０２・・ｆホール１０２：１０３・・表
板１０３：１０４・・胴体：１０４Ａ・・孔：１０５・・表板：１０６・・裏板：１０７
・・ピアノ：１０８・・響板：１０９・・直支柱
【要約】
　本願は、圧電素子によって得られる楽器の音を可及的に向上させる楽器用ピックアップ
装置を開示する。楽器に固定される楽器用ピックアップ装置であって、円板状の圧電素子
と、圧電素子を間に挟む一対の円形部材と、一対の円形部材のうち何れか一方の円形部材
の表面に配置される脚部と、を備え、各円形部材は、他方の円形部材へ向かって突出形成
される突起を、他方の円形部材と向かい合う対向面の縁沿いの２箇所に各々有し、圧電素
子は、突起によって一対の円形部材の間に形成される空隙内において、各円形部材が各々
有する突起に挟まれた状態で支持される。
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