
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 本体に配置されたブリッジベースと、前記ブリッジベース上にそれぞれ固定され
た複数個のサドル取付部材と、前記各サドル取付部材に取付けられ各弦の一端をそれぞれ
係止する複数個のブリッジサドルとを備えた弦楽器の弦張設装置において、
　前記各ブリッジサドルに弦の一端付近を支持する弦支持部を
に前記弦の一端付近を押圧し前記弦支持部に固定するカムレバーを

ことを特徴とする弦楽
器の弦張設装置。
【請求項２】
　請求項１記載の弦楽器の弦張設装置において、
　

ことを特徴とする弦楽器の弦張設装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弦楽器の弦張設装置に関し、特に電気ギターのトレモロ装置として用いられ
る弦楽器の弦張設装置に関するものである。
【背景技術】
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設け、前記ブリッジサドル
回動自在にかつ前後移

動自在に設け、前記カムレバーを付勢手段によって前方に付勢した

前記ブリッジサドルに前記カムレバーを収納するレバー取付孔を設け、前記サドル取付
部材を前記ブリッジベースに固定する固定手段を前記レバー取付孔の内部または下方に位
置させた



【０００２】
　電気ギターにおいては、トレモロ装置によって弦の張力を速い周期で繰り返し変化させ
ることにより、音程を小刻みに上下させる所謂トレモロ効果と称する特殊音響効果を得る
ようにしている（例えば、特許文献１～３参照）。
【特許文献１】実開平２－１１９３００号公報
【特許文献２】実公昭６３－４４８６４号公報
【特許文献３】実公昭６３－３３２４２号公報
【０００３】
　トレモロ装置は、ギター本体に揺動可能に配置されたブリッジベースと、このブリッジ
ベース上に各弦に対応して設けられた複数個のブリッジサドルとを備え、各弦の一端付近
を対応するブリッジサドルに固定し、他端を棹の先端に設けられている糸巻きに係止して
いる。ブリッジサドルに弦を固定する方式としては、クランプ部材をボルトによってブリ
ッジサドルに締め付け固定することにより、弦をブリッジサドルに圧締め固定、言い換え
ればブリッジサドルとクランプ部材によって弦を挟持するようにしたものが最も一般的で
ある（例えば、特許文献４，５参照）。
【特許文献４】特開平７－５６５５８号公報
【特許文献５】特開２００３－１１４６８３号公報
【０００４】
　図７～図９は圧締め固定方式を採用した従来のトレモロ装置を示す図で、図７は同装置
の平面図、図８は図７の VIII－ VIII線断面図、図９は同トレモロ装置の外観斜視図である
。これらの図おいて、１は電気ギターのボディ本体、２はボディ本体１に形成された収納
凹部、３は構成部品の一部が前記収納孔２に収納されてボディ本体１上に配置されたトレ
モロ装置、４はボディ本体１上に張設された複数本（６本）の弦である。
【０００５】
　前記トレモロ装置３は、ブリッジベース５と、このブリッジベース５上に配置され各弦
４の一端側をそれぞれ固定する６個のブリッジサドル６と、各ブリッジサドル６に弦４の
一端側を圧締め固定するクランプ部材７等で構成されている。ブリッジベース５は、上面
の高音側端部に突設されたトレモロアーム８を有して前記収納孔２を覆うようにボディ本
体１上に配置され、前端面の左右両端部に形成したナイフエッジ状の支点部９が前記ボデ
ィ本体１上に突設した一対の支点ピン１１に後方から前記弦４の張力Ｔとバランスばね１
２のばね力Ｓによって圧接されている。バランスばね１２は、前記収納孔２内に配置され
、前端が収納孔２の前壁に設けた金具１３に係止され、後端がブリッジベース５の下端に
連結されている。このため、ブリッジベース５は、前記支点部９を回動支点として弦４の
張力Ｔによる図８において反時計方向回りの回転モーメントＭ 1 と、バランスばね１２の
ばね力Ｓによる時計方向回りの回転モーメントＭ 2 （Ｍ 1 ＝－Ｍ 2 ）を受け、通常略水平
な平衡状態に保持されている。
【０００６】
　前記ブリッジベース５の前端部上面には、６個のサドル取付部材１４が各弦４に対応す
るようにボルト１５によってそれぞれ固定され、後述する弦長調節ねじ２４によって前後
方向（弦４の張設方向）に移動調整できるように構成されている。各サドル取付部材１４
には、前記ブリッジサドル６が上下方向に回動自在に連結されている。このため、サドル
取付部材１４には、ブリッジサドル６の前端部を回動自在に枢支する回転軸１６が設けら
れている。
【０００７】
　前記ブリッジサドル６は、上面中央に前記クランプ部材７を収納する開口部１７を有し
、下面中央には、前記弦４が挿通される筒部１８が一体に垂設されている。筒部１８は、
内部が前記開口部１７に連通し、下面によって弦４の端末に止着されているボールエンド
１９を係止している。
【０００８】
　前記クランプ部材７は、前記ブリッジサドル６の開口部１７内に前後移動可能に組み込
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まれており、ロックボルト２０によって前方に移動されることにより、弦４を開口部１７
の前壁に圧締め固定するように構成されている。ロックボルト２０は、前記ボルト１５と
同様に六角孔付ボルトが用いられ、Ｌ字型のレンチ２１によってぞれぞれ締付け、緩み方
向に回転することができる。
【０００９】
　前記ブリッジベース５の後端部上面には、各弦４の張力を微調整する調弦ねじ２３がそ
れぞれ取付けられており、その下端部が前記ロックボルト２０の上面に当接している。調
弦ねじ２３を締め付けてロックボルト２０を押し下げると、ブリッジサドル６は図８にお
いて回転軸１６を回動中心として時計方向に回動する。このため、弦４は後方に引っ張ら
れて張力が増大し、反対に調弦ねじ２３を緩めたときは弦４の張力によってブリッジサド
ル６が反時計方向に回動するため、弦４の張力は低下する。
【００１０】
　さらに、前記ブリッジベース５の後端部下面側には、前記各サドル取付部材１４を前後
方向に移動調整する前記弦長調節ねじ２４が取付けられている。弦長調節ねじ２４は、太
さによって異なる弦４の実弦長（計算上の理論弦長よりやや長い）を調節するために設け
られたもので、ブリッジベース５の後端に回転自在に取付けられて前端側が前記サドル取
付部材１４の後端に設けたねじ孔に後方から螺合している。したがって、この弦長調節ね
じ２４を回転させてサドル取付部材１４を前後方向に移動調整すると、ブリッジサドル６
もサドル取付部材１４と一体に前後方向に移動するため、弦４の実弦長が調整される。な
お、弦長調節ねじ２４によってブリッジサドル６を前後方向に移動調節する際には、予め
ボルト１５を緩めてサドル取付部材１４をブリッジベース５に対して移動自在にしておく
。
【００１１】
　このような構造からなるトレモロ装置３において、弦４をピックまたは指で弾き、トレ
モロアーム８によってブリッジベース５を支点ピン１１を回動支点として速い周期で繰り
返し上下動させて弦４の長さ、言い換えれば弦４の張力を速い周期で繰り返し変化させる
ことにより、音程が小刻みに上下する所謂トレモロ効果と称する特殊音響効果が得られる
。
【００１２】
　前記特開平７－５６５５８号公報に記載されたギター用トレモロ装置は、上記した従来
技術と同様に弦を圧締め固定するもので、ブリッジプレート（ブリッジベース）上にサド
ル部材を配置し、このサドル部材にクランプ用ブロックを設け、このクランプ用ブロック
とサドル部材との間に弦の一端部を差し込み、クランプ用ブロックをボルトによってサド
ル部材に締め付け固定することにより、弦をサドル部材に固定するようにしている。
【００１３】
　前記特開２００３－１１８３号公報に記載されたトレモロ装置は、ベースプレート上に
サドル保持部材を前後方向に移動調整可能に設け、このサドル保持部材上にサドルを上下
方向に回動自在に設け、さらにサドル上にクランプパッドを設け、このクランプパッドと
サドルの間に弦の一端部を差し込み、クランプパッドをボルトによってサドルに締め付け
固定することにより、弦をサドルに固定するようにしている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、上記した従来のトレモロ装置は、いずれもボルトを締め付けることによ
り、クランプ部材によって弦をブリッジサドルに対して圧締め固定するようにしているた
め、弦を交換するたびにボルトをＬ字型のレンチ等の適宜な工具によって緩めたり、締め
付けたりする必要があった。
　また、特に上記した特開平７－５６５５８号公報および特開２００３－１１８３号公報
に記載されているトレモロ装置は、いずれも弦の端末付近を圧締め固定しているため、端
末に取付けられているリング状のボールエンドが邪魔にならないように予めペンチ等で弦

10

20

30

40

50

(3) JP 4016959 B2 2007.12.5



の端末を切断しボールエンドを除去しておく必要があった。
【００１５】
　一方、図６～図９に示した従来のトレモロ装置３は、サドル取付部材１４をブリッジベ
ース５に対して固定するためのボルト１５がサドル取付部材１４の上面側に露呈している
ので、トレモロ装置３の外観を損なうという問題があった。
【００１６】
　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、ボルトとクランプ部材による圧締め固定方式の代わりにレバーによる圧締め固定方式
を採用することにより、レンチ等の工具を用いる必要がなく、手によるレバー操作だけで
弦を確実に固定し得るようにした弦楽器の弦張設装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために本発明は、 本体に配置されたブリッジベースと、前記
ブリッジベース上にそれぞれ固定された複数個のサドル取付部材と、前記各サドル取付部
材に取付けられ各弦の一端をそれぞれ係止する複数個のブリッジサドルとを備えた弦楽器
の弦張設装置において、前記各ブリッジサドルに弦の一端付近を支持する弦支持部を設け

に前記弦の一端付近を押圧し前記弦支持部に固定するカムレバーを

ものである。
【００１８】
　また、本発明は、

ものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明においては、適宜な工具を必要とせずにカムレバーを手で操作することにより弦
をブリッジサドルに対して確実に固定することができる。
　弦の端末にあるボールエンドはブリッジサドルによって係止され、カムレバーは、付勢
手段による付勢力によって弦をブリッジサドルの弦支持部に押しつけているので、弦を確
実に固定することができる。
　サドル取付部材の固定手段がブリッジサドルのレバー取付孔の内部または下方に位置し
ているので、外部から視認され難く、弦張設装置の外観を損なうことがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は本発明に係る弦張設装置を電気ギターのトレモロ装置に適用した一実施の形態の
一部構成部品を省略して示す平面図、図２は同トレモロ装置の正面図、図３は図１の III 
－ III 線断面図、図４～図６は弦を同トレモロ装置に固定する際の手順を説明するための
図である。なお、従来技術の欄で示した構成部材と同一のものについては同一符号をもっ
て示し、その説明を適宜省略する。これらの図において、全体を符号３０で示すトレモロ
装置は、電気ギターのボディ本体１上に左右一対の支点ピン１１を回動支点として上下方
向に揺動自在に配置されたブリッジベース３１を備えている。
【００２２】
　前記ブリッジベース３１は、板状のベース本体３１Ａと、このベース本体３１Ａの下面
中央に幅方向（弦４の張設方向と直交する方向）に離間して一体に垂設された３本のばね
係止用脚部３１Ｂと、これらのばね係止用脚部３１Ｂの下端を連結する連結部３１Ｃとで
構成されている。ベース本体３１Ａは、図２に示すように前記ボディ本体１の表面と略同
一の凸曲面になるように湾曲した形状に形成され、上面にトレモロアーム８が立設される
とともに、６個のサドル取付部材３２が各弦４に対応するようにベース本体３１Ａの幅方
向に並設され、かつボルト１５によってブリッジベース３１に前後方向に移動調整可能に
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、前記ブリッジサドル
回動自在にかつ前後移動自在に設け、前記カムレバーを付勢手段によって前方に付勢した

前記ブリッジサドルに前記カムレバーを収納するレバー取付孔を設け
、前記サドル取付部材を前記ブリッジベースに固定する固定手段を前記レバー取付孔の内
部または下方に位置させた



それぞれ固定されている。トレモロアーム８は、ベース本体３１Ａの上面で高音弦側端縁
部に立設され、前端部が前方に向かって折り曲げられている。ボルト１５は、六角孔付ボ
ルトが用いられる。
【００２３】
　また、前記ベース本体３１Ａの上面には、それぞれ６個からなる２種類の長孔３５，３
６と、ねじ孔３７が前記各サドル取付部材３２の真下に位置するようにベース本体３１Ａ
の幅方向に離間して形成されている。長孔３５と長孔３６は、弦４の張設方向に一定距離
離間して形成され、その間に前記ねじ孔３７が形成されている。前方側の長孔３５は、全
て同一長さではあるが、弦４の有効弦長が低音弦側ほど長くなるようにするために、低音
弦側の長孔が高音弦側の長孔より後方に位置するように前後方向に少しずつずらして形成
されている。後方側の長孔３６は、低音弦側の長孔が最も短く、高音弦側の長孔が最も長
くなるように形成されている。前記長孔３５と長孔３６との間に位置する前記ねじ孔３７
には、前記ボルト１５が上方からねじ込まれる。
【００２４】
　さらに、ベース本体３１Ａの後端部上方には、調節ねじ２３のねじ取付部４０が一体に
突設されている。ねじ取付部４０は、ベース本体３１Ａの左右両側縁の後端部より斜め後
方でかつ上方に向かって一体に突設された左右一対の脚４０Ａ，４０Ｂと、これらの脚４
０Ａ，４０Ｂ間に架け渡された連結板４０Ｃとで構成されている。連結板４０Ｃは、後端
が前端より低くなるように所要角度をもって傾斜しており、前記調節ねじ２３がそれぞれ
ねじ込まれる６つのねじ孔４１が形成されている。調節ねじ２３の下端部は連結板４０Ｃ
の下方に突出している。
【００２５】
　前記ブリッジベース３１の連結部３１Ｃには、バランスばね１２の後端が係止されてい
る。バランスばね１２は、前端がボディ本体１の収納孔２の前壁に設けた金具１３（図８
参照）に係止されており、ブリッジベース３１の前端面の左右両端部にそれぞれ形成した
ナイフエッジ状の支点部９を前記各支点ピン１１に前記弦４とともに圧接している。バラ
ンスばね１２によるばね力と弦４の張力とはバランスしており、通常トレモロ装置３０を
略水平な状態に保持している。なお、本実施の形態においては、バランスばね１２を４本
用いた例を示している。
【００２６】
　前記サドル取付部材３２は、前後方向に長い板状に形成されて、中央に前後方向に長い
長孔４５を有し、前端側両側部には互いに対向する一対の側壁部４６Ａ，４６Ｂが一体に
突設され、後端には連結部４７が一体に垂設されている。一対の側壁部４６Ａ，４６Ｂ間
には回転軸５０が横架されており、この回転軸５０によって前記ブリッジサドル４２の前
端側を上下方向に回動自在に枢支している。前記連結部４７は、前記ブリッジベース３１
の長孔３６に上方から挿入されてブリッジベース３１の下方に突出し、前記ベース本体３
１Ａの後端に折り曲げ形成した連結部５４に弦長調節ねじ２４によって連結されている。
弦長調節ねじ２４は、前記ベース本体３１Ａの連結部５４に設けた挿通孔に後方から回転
自在に挿通され、先端部が前記サドル取付部材３２の連結部４７に設けたねじ孔に螺合し
ている。したがって、ボルト１５を緩めて弦長調節ねじ２４を回転させると、サドル取付
部材３２は前方または後方に移動調整される。なお、各サドル取付部材３２は、前述した
とおりブリッジベース３１の長孔３５が前後方向にずれて形成されていることから低音弦
側ほど後方に位置し、高音弦側ほど前方に位置するように固定されている。
【００２７】
　前記ブリッジサドル４２は、前後方向に長い角筒状のサドル本体４２Ａと、このサドル
本体４２Ａの前端部下面に一体に垂設された筒部４２Ｂと、サドル本体４２Ａの後端に後
方に向かって一体に延設された被押圧部４２Ｃとで構成されている。サドル本体４２Ａは
、中央に形成された上下面に開口するレバー取付孔６０を有し、このレバー取付孔６０よ
り前方部分が弦４を支持する弦支持部６４を形成している。また、弦支持部６４は、側断
面形状が円形で、前記サドル取付部材３２の左右一対の側壁４６Ａ，４６Ｂ間に差し込ま
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れ、かつ前記回転軸５０によって上下方向に回動自在に枢支されている。前記レバー取付
孔６０は、弦４をブリッジサドル４２の上方に引き出す弦引出孔を兼用している。
【００２８】
　前記筒部４２Ｂは、中心孔６１が前記レバー取付孔６０と連通するようにサドル本体４
２の下面に垂設され、下端部が前記サドル取付部材３２の長孔４５およびブリッジベース
３１の長孔３５を貫通してベース本体３１Ａの下方に延在し、中心孔６１に弦４が下方か
ら挿通され、下端開口部によって弦４の端末に取付けられているボールエンド１９を係止
している。
【００２９】
　前記ブリッジサドル４２の被押圧部４２Ｃは、前記ブリッジベース３１のねじ取付部４
０の下方に延在して後端部が連結板４０Ｃと対向し、板ばね６２によって前記調節ねじ２
３の下端に圧接されている。前記板ばね６２は、前端が前記ブリッジベース３１の連結部
５４にねじ止め固定され、後端が前記被押圧部４２Ｃの下面に圧接されることにより、ブ
リッジサドル４２に図３において時計方向の回動習性を付与している。
【００３０】
　前記ブリッジサドル４２のレバー取付孔６０には、前記弦４を前記弦支持部６４に圧締
め固定するカムレバー６６が組み込まれている。カムレバー６６は、前端部が回転軸６７
によって上下方向に回動自在に枢支され、この回転軸６７より前方部分が弦４を押圧し弦
支持部６４に固定するカム部６６Ａを形成している。カム部６６Ａは、カムレバー６６の
上面と略直交する垂直な面と、この垂直な面の上端とカムレバー６６の上面前端とを接続
する適宜な曲率半径のＲ面とを有している。カムレバー６６の後端部６６Ｂは、手による
レバー操作を容易にするための操作部を形成し、前記レバー取付孔６０から突出してサド
ル本体４２Ａの後方に延在している。
【００３１】
　前記回転軸６７は、前記カムレバー６６に打ち込まれており、軸端が前記ブリッジサド
ル４２のサドル本体４２Ａの左右両側壁にそれぞれ形成した前後方向に長い長孔６８（図
４参照）によって前後方向に移動可能に支持されている。このため、カムレバー６６は、
ブリッジサドル４２に対して長孔６８の範囲内で前後方向に移動自在に取付けられている
。なお、サドル取付部材３２をブリッジベース３１に固定する前記ボルト１５の頭部は、
前記レバー取付孔６０の内部または下方に位置している。
【００３２】
　さらに、前記ブリッジサドル４２には、前記カムレバー６６を前方に付勢する付勢手段
としてのばね７０が取付けられている。このばね７０は、ばね用線材によって側面視逆Ω
形に形成することにより、Ｃ字状の弾性変形部７０ａと、この弾性変形部７０ａの両端か
ら上方にそれぞれ延在する２本の直線部７０ｂ，７０ｃと、各直線部７０ｂ，７０ｃの上
端に背中合わせになるようにそれぞれ折り曲げ形成されたＣ字の係合部７０ｄ，７０ｅ（
図４参照）とからなり、弾性変形部７０ａが縮径方向に弾性変形した状態でブリッジサド
ル４２に組み付けられ、前方側の係合部７０ｄが前記回転軸６７に後方から圧接され、後
方側の係合部７０ｅが支持ピン７１に前方から圧接されることにより、前記回転軸６７を
介して前記カムレバー６６を前方に付勢している。支持ピン７１は、回転軸６７の後方に
位置するように前記ブリッジサドル４２のサドル本体４２Ａの内壁に突設されている。
【００３３】
　図３に示すように、カムレバー６６のカム部６６Ａによって弦４をばね７０のばね力で
ブリッジサドル４２の弦支持部６４に圧締め固定した状態において、カム部６６Ａの弦４
に対する押圧点Ｐは回転軸６７の中心高さより高い位置とされる。このように弦４に対す
る押圧点Ｐを回転軸６７の中心より高くしておくと、カムレバー６６には押圧点Ｐを回動
中心として反時計方向回りの回転力が作用するため、カムレバー６６を安定した状態に保
持することができ、弦４を確実に圧締め固定することができる。この状態において、カム
レバー６６の操作部６６Ｂは前記ブリッジサドル４２の後壁７５の上面に当接している。
ブリッジサドル４２の後壁７５は、弦４の圧締め固定時において、カムレバー６６の反時
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計方向回りの回動を制限しカムレバー６６を略水平な状態に保持するストッパを形成して
いる。
【００３４】
　このような構造からなるトレモロ装置３０において、各弦４は、一端が対応するブリッ
ジサドル４２の弦支持部６４にカムレバー６６によって圧締め固定され、他端が電気ギタ
ーの棹の先端に設けた図示していない糸巻きに巻き付けられて係止されることにより張設
される。弦４の張設に際しては、図４に示すようにカムレバー６６を時計方向に回動させ
て略垂直な状態にする。カムレバー６６を略垂直な状態にすると、カム部６６Ａは回転軸
６７より下方に位置して筒部４２Ｂの内壁面上部にばね７０のばね力によって押し付けら
れ、操作部６６Ｂが回転軸６７より上方に位置する。この状態において、カムレバー６６
は、ばね７０によって前方に付勢されているので、操作しない限り水平な状態に回動復帰
することはない。
【００３５】
　次に、カムレバー６６を略垂直にした状態で弦４の先端（ボールエンド１９が取付けら
れている端末側とは反対側端）をブリッジサドル４２の筒部４２Ｂの中心孔６１に下方か
ら挿入してレバー取付孔６０から上方に引出し、弦４の端末に取付けられているボールエ
ンド１９を筒部４２Ｂの下面側開口部に接触させる。図４はこの状態を示す。
【００３６】
　次に、図５に示すように弦４のレバー取付孔６０から突出する突出部分を弦支持部６４
に添接して前方に折り曲げる。
【００３７】
　次に、図６に示すようにカムレバー６６を手で反時計方向に回動させると、カム部６６
Ａが徐々に上昇して弦４を下から擦り上げる。そして、カムレバー６６を最大角度回動さ
せて図３に示すように略水平な状態に戻すと、カム部６６Ａの押圧点Ｐが回転軸６７の中
心より上方に移動して弦４を弦支持部６４にばね７０のばね力によって圧締め固定し、こ
れにより弦４の端末側がブリッジサドル４２に係止される。この後、弦４は先端が、棹の
先端に設けた糸巻きに付けられて係止され、糸巻きの巻上げによって所定の張力になるよ
うに張設される。
【００３８】
　トレモロ装置３０と糸巻き間に張設された弦４の張力を微調整する際には、調節ねじ２
３を手で回転させて調整する。すなわち、調節ねじ２３を締付け方向に回転させると、調
節ねじ２３はブリッジサドル４２の被押圧部４２Ｃを押し下げる。このため、ブリッジサ
ドル４２は図３において回転軸５０を中心に反時計方向に回動し、弦４を後方に引っ張る
。この結果、弦４は張力が増し音程が高くなる方向に調弦される。反対に、調節ねじ２３
を緩み方向に回転させると、調節ねじ２３は上昇するため、ブリッジサドル４２がばね６
２のばね力によって時計方向に回動し、弦４の張力を減少させる。この結果、弦４は音程
が低くなる方向に調弦される。
【００３９】
　弦４の実弦長を調整する際には、予めカムレバー６６を時計方向に回動させて略垂直な
状態にして弦４の押圧状態を解除した後、Ｌ字型のレンチをブリッジサドル４２のレバー
取付孔６０に差し込んでボルト１５を緩め、サドル取付部材３２をブリッジベース３１に
対して前後移動可能な状態にする。次に、この状態で弦長調節ねじ２４を回転させてサド
ル取付部材３２を前進または後退させる。これによって、ブリッジサドル４２もサドル取
付部材３２と一体に前進または後退するため、弦４の実弦長が調節される。調節後は、ボ
ルト１５を再び締め付けてサドル取付部材３２をブリッジベース３１に固定し、カムレバ
ー６６を元の水平な状態に戻し、弦４をブリッジベース４２に固定する。
【００４０】
　このように本発明に係るトレモロ装置３０は、弦４の端末側をブリッジサドル４２に圧
締め固定する手段としてカムレバー６６を用いているので、カムレバー６６を操作するた
めの工具を必要とせず、手で操作することができるため、弦４の張弦、交換作業を容易か
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つ迅速に行うことができる。
【００４１】
　また、サドル取付部材３２をブリッジベース３１に固定するボルト１５は、ブリッジサ
ドル４２のレバー取付孔６０の内部または下方に位置しているので、外部から殆ど視認さ
れることがなく、トレモロ装置３０の外観を損なうこともない。
【００４２】
　さらに、カムレバー６６によって弦４をブリッジサドル４２の弦支持部６４に固定した
図３に示す状態において、カム部６６Ａの弦４を押圧する押圧点Ｐをカムレバー６６を回
動自在に枢支する回転軸６７より上方に位置させると、ばね７０のカムレバー６６を前方
に付勢する力の分力が斜め上方に作用するため、カムレバー６６を安定した状態に維持す
ることができる。
　また、弦４の押圧を解除した図４に示す状態においては、カム部６６Ａが回転軸６７よ
り下方に位置し、カムレバー６６に時計方向の回転力が作用することによりカム部６６Ａ
を弦４に押し付けているため、この状態においてもカムレバー６６を安定した状態に維持
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明に係る弦張設装置を電気ギターのトレモロ装置に適用した一実施の形態の
一部構成部品を省略して示す平面図である。
【図２】同トレモロ装置の正面図である。
【図３】図１の III － III 線断面図である。
【図４】弦を同トレモロ装置に固定する際の手順を説明するための図である。
【図５】弦を同トレモロ装置に固定する際の手順を説明するための図である。
【図６】弦を同トレモロ装置に固定する際の手順を説明するための図である。
【図７】圧締め固定方式を採用した従来のトレモロ装置を示す平面図である。
【図８】図７の VIII－ VIII線断面図である。
【図９】同トレモロ装置の外観斜視図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１…ボディ本体、２…収納凹部、４…弦、１５…ボルト、３０…トレモロ装置、３１…
ブリッジベース、３２…サドル取付部材、４２…ブリッジサドル、５０…回転軸、６０…
レバー取付孔、６４…弦支持部、６６…カムレバー、６６Ａ…カム部、７０…ばね。
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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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