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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボディの表面後端部に配設されるテールピースをテールワイヤによって保持し、このテ
ールワイヤを止めねじによって前記ボディの裏面後端部に固定し、前記テールワイヤと前
記止めねじをカバー部材によって覆ったことを特徴とする弦楽器のテールピース保持構造
。
【請求項２】
　請求項１記載の弦楽器のテールピース保持構造において、
　前記テールワイヤは、ボディの最下端面に取付けられたサドルプレートに沿ってボディ
の裏面側に導かれていることを特徴とする弦楽器のテールピース保持構造。
【請求項３】
　請求項１または２記載の弦楽器のテールピース保持構造において、
　前記テールピースの後端部を覆い部材で覆ったことを特徴とする弦楽器のテールピース
保持構造。
【請求項４】
　請求項３記載の弦楽器のテールピース保持構造において、
　弦楽器がバイオリンまたはビオラであって、ボディが共鳴胴を形成し、覆い部材があご
当てであることを特徴とする弦楽器のテールピース保持構造。
【請求項５】
　請求項３記載の弦楽器のテールピース保持構造において、
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　弦楽器が電気バイオリンまたは電気ビオラであって、ボディが板状で、覆い部材があご
当てであることを特徴とする弦楽器のテールピース保持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弦楽器のテールピース保持構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス等の擦弦楽器においては、弦の後端側を係
止するテールピースを備え、このテールピースをボディに張弦方向に移動調整可能に取付
けている（例えば、特許文献１参照）。また、電気バイオリンにおいては、テールピース
をボディに固定したものも知られている。
【０００３】
　図４および図５は、従来のアコースティックバイオリンのテールピース保持構造を示す
正面図および側面図である。これらの図において、バイオリン１は、中空の共鳴胴を形成
するボディ２と、このボディ２の先端に設けられた棹３と、４本の弦４（第１～第４の弦
４ａ～４ｄ）とを備え、これらの弦４ａ～４ｄの前端側を棹３の先端部に取付けたペグ５
によってそれぞれ係止し、後端側をボディ２の表面を形成する表板６の表面後端部に配設
したテールピース７によってそれぞれ係止し、中間部を棹３の先端寄りに設けた上駒８と
ボディ２に設けた駒９とによって支持している。テールピース７は、テールワイヤ１１に
よって保持されており、このテールワイヤ１１のテールピース７側とは反対側端をボディ
２の最下端面２ａにエンドピン１０によって固定している。そして、テールワイヤ１１の
長さを調整し、テールピース７を張弦方向に移動させることにより、弦４の後方余弦（テ
ールピース７と駒９との間の弦部分）の長さが有効弦（上駒８と駒９との間の弦部分）の
長さの１／６程度になるように調整している。なお、１２はあご当てである。
【０００４】
　図６および図７は、従来の消音型電気バイオリンのテールピース保持構造を示す正面図
および側面図である。
　これらの図において、電気バイオリン２０のテールピース２１は、ボディ２２の裏面側
からねじ込まれる止めねじ（図示せず）によってボディ２２の表面後端部に固定されてい
る。ボディ２２は、アコースティックバイオリン１のボディ２とは異なり細長い板状に形
成されて、先端部に棹３が設けられ、側面にはバイオリンの外形をかたどる合成樹脂製の
フレーム２４が取付けられ、駒９の下には弦４の振動を電気信号に変換するピックアップ
（図示せず）が埋め込まれている。
【０００５】
　図８および図９は、従来の他の消音型電気バイオリンのテールピース保持構造を示す正
面図および一部破断側面図である。
　これらの図において、電気バイオリン３０のテールピース７は、上記したアコースティ
ックバイオリン１と同様に、テールワイヤ１１によって保持されており、このテールワイ
ヤ１１をエンドピン１０によってフレーム２４の最下端面に固定している。フレーム２４
の最下端面には、前記エンドピン１０が挿通される孔が形成され、また最下端面の内側に
は木製のブロック３２が固定されており、このブロック３２に設けた孔に前記エンドピン
１０が差し込まれ固定されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２５９１４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記した従来のバイオリン１と電気バイオリン２０、３０におけるテー
ルピース保持構造においては、以下のような問題があった。
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　すなわち、図４および図５に示した従来のバイオリン１のテールピース保持構造は、ボ
ディ２の側板およびこの側板の内面に接着された補強用の木製ブロックの孔にエンドピン
１０を差し込み、楔効果で保持、固定する構造を採用しているため、経時変化や温湿度変
化により木製ブロックの孔とエンドピン１０との嵌め合いが緩くなると、弦４の張り替え
などのときにエンドピン１０が孔から抜けるという問題があった。
【０００８】
　図６および図７に示した電気バイオリン２０のテールピース保持構造は、テールピース
２１がボディ２２の表面にねじ止め固定されているため、弦４を弓奏してもテールピース
２１が弦４とともに動かず、演奏者の右手が感じる感触（所謂、弾き心地）が従来のアコ
ースティックバイオリン１とは大きく異なり、アコースティックバイオリンに慣れた演奏
者にとって演奏し難いという問題があった。また、テールピース２１の固定位置がボディ
２２の後端から先端側に離れているため、弦４の振動がテールピース２１を介してボディ
２２に伝達されたとき、ボディ２２全体を有効に振動させることができず、豊かな音質が
得られないという問題もあった。
【０００９】
　図８および図９に示した電気バイオリン３０のテールピース保持構造は、エンドピン１
０を合成樹脂製のフレーム２４を介して木製ブロック３２に固定しているため、音質的に
合成樹脂製のフレーム２４に起因して不自然な響きが発生するという問題があった。
【００１０】
　さらに、テールワイヤ１１を用いた従来のアコースティックバイオリンおよび電気バイ
オリンのテールピース保持構造は、いずれもボディ２または２２の最下端面にテールワイ
ヤ１１の後端をエンドピン１０によって固定しているので、楽器を正面または側方から見
た場合、テールピース保持構造が視認され、特に現代的な電気バイオリンに従来の保持構
造を用いた場合、外観がすっきりせず、古風な印象を与えてしまうという問題があった。
【００１１】
　本発明は、上記した従来の問題を解決するためになされたもので、その目的とするとこ
ろは、従来と同等の演奏性を維持しながら外観と耐久性を同時に向上させることができる
ようにした弦楽器のテールピース保持構造を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明は、ボディの表面後端部に配設されるテールピースを
テールワイヤによって保持し、このテールワイヤを止めねじによって前記ボディの裏面後
端部に固定し、前記テールワイヤと前記止めねじをカバー部材によって覆ったものである
。
【００１３】
　また、本発明は、上記発明において、前記テールワイヤがボディの最下端面に取付けら
れたサドルプレートに沿ってボディの裏面側に導かれているものである。
【００１４】
　また、本発明は、上記発明において、前記テールピースの後端部を覆い部材で覆ったも
のである。
【００１５】
　また、本発明は、上記発明において、弦楽器がバイオリンまたはビオラであって、ボデ
ィが共鳴胴を形成し、覆い部材があご当てからなるものである。
【００１６】
　さらに、本発明は、上記発明において、弦楽器が電気バイオリンまたは電気ビオラであ
って、ボディが板状で、覆い部材があご当てからなるものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明においては、テールワイヤをボディの裏面後端部に導き、止めねじによって固定
するとともに、テールワイヤと止めねじをカバー部材によって覆っているので、ボディの
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前方、側方および後方からテールワイヤと止めねじが視認されず、外観をすっきりさせる
ことができる。
　また、テールワイヤはボディの表面後端部から最下端面と通って裏面後端部に導かれて
いるため、弦の振動をボディの後端に伝達することができる。したがって、厚みの薄い板
状のボディを採用した場合においても、従来のバイオリンと同様にボディ全体を有効に振
動させることができ、音質が豊かで音響特性を向上させることができる。
　また、テールワイヤの固定手段が止めねじであるため、楔効果を利用したエンドピンに
比べて経時変化や温湿度変化による影響を受けることが少なく、耐久性の高いテールピー
ス保持構造を得ることができる。
【００１８】
　テールピースの後端部を覆い部材によって覆った発明においては、テールピースとテー
ルワイヤの接続部分が視認されず、一層外観をすっきりさせることができる。
【００１９】
　弦楽器がアコースティックなバイオリンまたはビオラである発明においては、覆い部材
があご当てであるため、あご当て用の別部材を設ける必要がない。
【００２０】
　弦楽器が電気バイオリンまたは電気ビオラである発明においては、覆い部材があご当て
であるため、あご当て用の別部材を設ける必要がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を図面に示す実施の形態に基づいて詳細に説明する。
　図１は本発明を消音型の電気バイオリンに適用した一実施の形態を示す正面図、図２は
側面図、図３は要部の拡大断面図である。これらの図において、電気バイオリン４０は、
細長い木製のボディ２２と、このボディ２２の先端部に固定された棹３と、４本の弦４（
４ａ～４ｄ）と、弦４の両端を係止するペグ５およびテールピース７と、弦４の中間部を
支持する上駒８および駒９と、あご当て１２と、ボディ２２の側面に取付けられた合成樹
脂製のフレーム２４と、前記テールピース７の後端に取付けられたテールワイヤ１１と、
このテールワイヤ１１をボディ２２に固定する固定手段としての止めねじ４１等を備えて
いる。
【００２２】
　前記ボディ２２の最下端面２２ａには、サドルプレート４２が止めねじ４３によって固
定されている。サドルプレート４２は、前記テールワイヤ１１を所定の角度で引き出すボ
ディ２２の裏面側に案内するためのガイド機能と、ボディ２２への固定を仲介する機能と
を有するもので、金属板の折曲加工によって側面視Ｌ字状に形成することにより、ボディ
２２の最下端面２２ａに密接される下端側端部４２Ａと、ボディ２２の裏面後端部に密接
される裏面側端部４２Ｂとからなり、裏面側端部４２Ｂが前記止めねじ４３によってボデ
ィ２２の裏面に固定されている。一方、下端側端部４２Ａの前端は、ボディ２２の表面側
に折り返されてボディ２２の表面後端部に係合している。
【００２３】
　前記テールワイヤ１１は、前記サドルプレート４２の表面に密接させてボディ２２の裏
面側に導かれ、前記止めねじ４１によって前記裏面側端部４２Ｂに固定されており、これ
らによってテールピース７の保持構造を構成している。そして、テールピース７の後端部
は、あご当て１２によって覆われ、テールワイヤ１１、止めねじ４１、４３およびサドル
プレート４２は、前記フレーム２４によって覆われている。
【００２４】
　このように、本発明においては、テールピース７の保持構造を構成するテールワイヤ１
１をボディ２２の表面後端部から最下端面２２ａを通って裏面後端部に導き、止めねじ４
１によってサドルプレート４２の裏面側端部４２Ｂに固定し、フレーム２４によってテー
ルワイヤ１１、止めねじ４１、４３およびサドルプレート４２を覆っているので、テール
ピース７の保持構造が電気バイオリン４０の前方、側方および後方から視認されるおそれ
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ン４０の外観を向上させることができる。また、フレーム２４は、電気バイオリン４０の
外形形状を形成する機能に加えて、カバーとしての機能を有しているので、別部材からな
るカバー部材を用意する必要がなく、部品点数の増加を抑制することができる。
【００２５】
　また、テールピース７の後端をあご当て１２によって覆っているので、テールピース７
とテールワイヤ１１の接続部が前方から視認されることもない。
【００２６】
　また、テールピース７はボディ２２の表面後端部に位置し、テールワイヤ１１はサドル
プレート４２を介してボディ２２の最下端面２２ａおよび裏面後端部に接しているので、
弦４の振動をボディ２２の後端に確実に伝達することができる。したがって、ボディ２２
全体を有効に振動させることができ、図６および図７に示した従来の電気バイオリン２０
に比べてボディ２２の音響特性をより反映させることができ、より豊かな音質の電気バイ
オリンを提供することができる。
【００２７】
　また、止めねじ４１によってテールワイヤ１１をサドルプレート４２に固定しているの
で、従来のエンドピンによる固定に比べて経時変化、温湿度変化等による影響が少なく、
テールワイヤ１１を長期間にわたって安定した状態で固定でき、耐久性の高いテールピー
ス保持構造を提供することができる。
【００２８】
　さらに、テールピース７は、アコースティックバイオリンのテールピース保持構造と同
様に、テールワイヤ１１によって張弦方向に移動調整可能に保持されているので、アコー
スティックバイオリンに慣れた演奏者が弦４を弓奏したときに感じる演奏感、演奏表現力
等がアコースティックバイオリンのそれに近く、テールピースをボディに固定した従来の
電気バイオリンに比べて明らかに優れている。
【００２９】
　なお、上記した実施の形態は電気バイオリンに適用した例を示したが、本発明はこれに
何ら特定されるものではなく、アコースティックなバイオリン、ビオラや電気ビオラにも
適用することができる。
【００３０】
　また、上記した実施の形態は、サドルプレート４２をボディ２２の最下端面２２ａにね
じ止め固定したが、サドルプレート４２を用いず、テールワイヤ１１をボディ２２の裏面
に直接固定してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明を電気バイオリンに適用した一実施の形態を示す正面図である。
【図２】電気バイオリンの側面図である。
【図３】電気バイオリンの要部の拡大断面図である。
【図４】従来のバイオリンのテールピース保持構造を示す正面図である。
【図５】テールピース保持構造を示す側面図である。
【図６】従来の電気バイオリンのテールピース保持構造を示す正面図である。
【図７】テールピース保持構造を示す側面図である。
【図８】従来の電気バイオリンの他のテールピース保持構造を示す正面図である。
【図９】テールピース保持構造を示す側面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　２…ボディ、４…弦、７…テールピース、１０…エンドピン、１１…テールワイヤ、１
２…あご当て、２２…ボディ、２４…フレーム、４０…電気バイオリン、４１…止めねじ
、４２…サドルプレート、４３…止めねじ。
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