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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】音伝達が良好で音程の狂いが生じにくく、既存
のエレキギターに後加工なしで取付可能なトレモロユニ
ット、ブリッジを提供する。
【解決手段】トレモロユニット１は、エレキギターのボ
ディ１０１に取り付けたベースプレート２のガイド溝２
ａにスライダ５を装着し、スライダ５を位置調整ネジ８
でベースプレート２に固定し、スライダ５とサドル６と
をチューニングネジ７で連結している。サドル６はベー
スプレート２に押し付けられる突出部を備え、突出部の
先端６ｅを支点として第１腕部６ａと第２腕部６ｂが揺
動する。第２腕部６ｂの弦掛け部６ｆに弦Ｓが掛けられ
、第１腕部６ａにチューニングネジ７の頭部が係止され
る。スライダ５は、薄肉部によってベースプレート２か
ら抜け出さないように保持されている。チューニングネ
ジ７のねじ込み量によって弦掛け部６ｆの高さを調節し
、弦高を調整する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレキギターあるいはエレキベースのボディに取り付けられるベースプレートと、
　弦を張る方向に沿ってスライド可能な状態で、前記ベースプレートに取り付けたスライ
ダと、
　前記スライダを所定のスライド位置において前記ベースプレートに固定する位置調整用
固定具と、
　前記ベースプレートに当接可能な当接部および前記弦を掛ける弦掛け部を備え、前記当
接部を支点として揺動可能な状態で前記ベースプレートに載るサドルと、
　前記サドルを所定の揺動姿勢で前記スライダに固定するチューニング用固定具と、を有
していることを特徴とする弦調整機構。
【請求項２】
　前記位置調整用固定具は位置調整ネジであり、
　前記チューニング用固定具はチューニングネジであり、
　前記サドルは、前記チューニングネジの頭部を係止する頭部係止部を備え、
　前記ベースプレートは、前記スライダをスライド方向にガイドするガイド溝および前記
頭部係止部側への前記スライダの移動を阻止する位置規制部を備え、
　前記スライダは、前記チューニングネジをねじ込み固定可能なチューニング用ネジ孔を
備えていることを特徴とする請求項１に記載の弦調整機構。
【請求項３】
　前記サドルおよび前記スライダは、前記スライダのスライド方向と交差する配列方向に
所定数配列され、
　前記ベースプレートは、前記配列方向に並ぶ複数の支持面を備え、当該複数の支持面の
それぞれは、隣接する位置にある前記支持面と高低差を持つように形成され、
　前記複数の支持面のそれぞれには、前記サドルの前記当接部が押し付けられていること
を特徴とする請求項１または２に記載の弦調整機構。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかの項に記載の弦調整機構と、
　当該弦調整機構の前記ベースプレートを前記ボディに対して揺動可能に支持する支持部
材と、
　前記サドルを介して前記ベースプレートに加わる前記弦からの押圧力による前記ベース
プレートの揺動方向と逆向きに前記ベースプレートを付勢する付勢部材と、
　前記ベースプレートに連結されたトレモロアームとを有することを特徴とするトレモロ
ユニット。
【請求項５】
　前記支持部材は、前記ボディに固定されるホルダーであり、
　当該ホルダーには差込溝が形成され、
　前記ベースプレートには前記差込溝に差し込まれる差込片が形成されていることを特徴
とする請求項４に記載のトレモロユニット。
【請求項６】
　請求項１ないし３のいずれかの項に記載の弦調整機構と、
　当該弦調整機構の前記ベースプレートを前記ボディにネジ止めする固定ネジを備えるこ
とを特徴とするブリッジ。
【請求項７】
　エレキギターあるいはエレキベースのボディに取り付けられるベースプレートと、
　弦を張る方向に沿ってスライド可能な状態で、前記ベースプレートに取り付けたスライ
ダと、
　前記スライダを所定のスライド位置において前記ベースプレートに固定する位置調整用
固定具と、
　前記ベースプレートに当接する当接部および前記弦を掛ける弦掛け部を備える第１サド



(3) JP 2015-52711 A 2015.3.19

10

20

30

40

50

ルと、
　前記ベースプレートに載った前記第１サドルに揺動可能に支持されており、前記弦を掛
ける第２の弦掛け部を備える第２サドルと、
　前記第２サドルを所定の揺動姿勢で前記スライダに固定するチューニング用固定具と、
を有していることを特徴とする弦調整機構。
【請求項８】
　前記位置調整用固定具は位置調整ネジであり、
　前記チューニング用固定具はチューニングネジであり、
　前記第２サドルは、前記チューニングネジの頭部を係止する頭部係止部を備え、
　前記ベースプレートは、前記スライダをスライド方向にガイドするガイド溝および前記
頭部係止部側への前記スライダの移動を阻止する位置規制部を備え、
　前記スライダは、前記チューニングネジをねじ込み固定可能なチューニング用ネジ孔を
備えていることを特徴とする請求項７に記載の弦調整機構。
【請求項９】
　前記第１サドル、第２サドル、および前記スライダは、当該スライダのスライド方向と
交差する配列方向に所定数配列され、
　前記ベースプレートは、前記配列方向に並ぶ複数の支持面を備え、当該複数の支持面の
それぞれは、隣接する位置にある前記支持面と高低差を持つように形成され、
　前記複数の支持面のそれぞれには、前記第１サドルの前記当接部が押し付けられている
ことを特徴とする請求項７または８に記載の弦調整機構。
【請求項１０】
　請求項７ないし９のいずれかの項に記載の弦調整機構と、
　前記ボディに螺合される弦高調整ネジと、
　前記第１サドルおよび前記第２サドルを介して前記ベースプレートに加わる前記弦から
の押圧力による前記ベースプレートの揺動方向と逆向きに前記ベースプレートを付勢する
付勢部材と、
　前記ベースプレートに連結されたトレモロアームとを有し、
　前記弦高調整ネジの外周面に窪みが形成され、
　前記ベースプレートには前記窪みに差し込まれる差込片が形成されていることを特徴と
するトレモロユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレキギター、エレキベースのトレモロユニットあるいはブリッジ等に用い
られる弦調整機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレキギター、エレキベースには、弦を張るための固定式のユニット（ブリッジ）ある
いは可動式のユニット（トレモロユニット）が設けられている。トレモロユニットは、ア
ーム操作によってユニット全体を任意の角度に傾けることができる構成となっている。ブ
リッジやトレモロユニットには弦の端部が係止されている。弦の張力（テンション）の調
節は、主にギター上端のネックに設けられたペグ（糸巻き）によって行われるが、ブリッ
ジあるいはトレモロユニットにも、弦のテンションや弦高を調節して弦を張る機構（以下
、弦調整機構という）が設けられている。トレモロユニットは、ユニット全体を揺らす操
作によってユニットの支点がずれて音程が狂うおそれがあるため、弦のテンションや弦高
を簡単に調節できる機構を設けることが望ましい。
【０００３】
　図２０は従来のトレモロユニットの説明図であり、図２０（ａ）は平面図、図２０（ｂ
）は縦断面図（図２０（ａ）のＸ２１－Ｘ２１断面図）である。また、図２１はトレモロ
ユニットを備えるエレキギターの説明図である。なお、図２０（ａ）では弦１０５の図示
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を省略している。図２１に示すように、エレキギター１００は、ボディ１０１およびネッ
ク１０２を備える。ネック１０２の先端には６本のペグ１０３が配列されており、ボディ
１０１の下部にはトレモロユニット１０４が取り付けられている。ペグ１０３とトレモロ
ユニット１０４の間には、６本の弦１０５が張設されている。
【０００４】
　図２０（ａ）（ｂ）に示すように、トレモロユニット１０４は、金属板等からなるベー
ス１０６と、ベース１０６の裏側に取り付けられたブロック１０７と、ベース１０６の表
面上に配列された６個のサドル１０８を備えている。ブロック１０７はボディ１０１に形
成された凹部１０１ａ内に配置され、コイルバネ１０１ｂを介してボディ１０１に連結さ
れている。ベース１０６は、ボディ１０１の表面に当接しているベース本体１０６ａと、
ベース本体１０６ａの一端から垂直に立ち上がる垂直部１０６ｂを備えている。ベース本
体１０６ａの幅方向の一端にはトレモロアーム１０９が取り付けられている。また、ベー
ス本体１０６ａの幅方向と直交する方向の一端にはネジ孔が形成され、固定ネジによって
ボディ１０１にネジ止めされている。トレモロアーム１０９を操作することで、ネジ止め
部位を中心としてトレモロユニット１０４を上方（図２０（ｂ）のＡ方向）に傾けて、ト
レモロユニット１０４に係止された弦１０５の張力を変動させ、音程を変化させる。
【０００５】
　トレモロユニット１０４には、弦１０５のテンションや弦高を調節して弦１０５を係止
する機構が設けられている。弦１０５は、サドル１０８の弦掛け部１０８ａに掛けられた
後、ブロック１０７の内部に形成された係止穴１０７ａに引き込まれて係止されている。
弦掛け部１０８ａは、位置調整ネジ１１０によって垂直部１０６ｂとの距離が調節され、
弦高調整ネジ１１１によってベース本体１０６ａからの高さが調節される。弦掛け部１０
８ａの位置調整を行うことにより、弦１０５のテンションおよび弦高を調節できる。この
種の機構（弦調整機構）を備えたトレモロユニットは、特許文献１に開示されている。特
許文献１のトレモロユニットは、サドル（ブリッジサドル）に掛けた弦がスライダに掛け
られた後にブロック内に引き込まれて係止されており、位置調整ネジ（オクターブ調整ネ
ジ）および弦高調整ネジによってサドルの位置および高さを調節して弦を張ることができ
る。また、特許文献１のトレモロユニットは、図２０に示す構成に加えて、スライダの位
置を微調整することで弦の張りを更に微調整するファインチューニング機構を備えている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開昭６３－３０８９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図２０に示すトレモロユニットは、位置調整ネジ１１０および弦高調整ネジ１１１によ
って、ベース本体１０６ａから浮いた位置にサドル１０８が支持されている。このような
構造では、弦１０５の振動を直接ベース本体１０６ａに伝達できず、ネジを介して伝達す
ることになるため、音伝達のロスが大きい。また、弦１０５を挟んで２本の弦高調整ネジ
１１１が取り付けられているが、弦１０５からの圧力を２本の弦高調整ネジ１１１が均等
に受ける状態を保つのは難しい。従って、ネジの調整不良や振動によってサドル１０８の
横揺れや傾きが生じ、隣同士のサドル１０８が接触したり、弦とサドルとの接触面積の増
大によるビビリ音の発生や振動の伝達不良などが生じるおそれがある。更に、サドル１０
８にネジ穴を形成するため、銀やセラミックなどのネジ加工が難しい素材でサドル１０８
を形成するのが困難であり、音色の好みに合わせて多様な素材のサドル１０８を用いるこ
とが困難である。また、ベースプレートがボディにネジ止めされているため、ユニット全
体を揺らす操作（トレモロ操作）を行った場合の支点のずれが大きく、このずれに起因す
る音程の狂いが大きい。
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【０００８】
　本発明の課題は、このような点に鑑みて、音伝達が良好で、振動や調整不良によるサド
ルの横揺れや傾きが生じにくく、様々な音色を実現可能で、シンプルな構造の弦調整機構
を実現することにある。
【０００９】
　また、本発明の他の課題は、上記のような弦調整機構を用いることにより、音伝達が良
好で、音程の狂いも少なく、様々な音色を実現でき、既存のエレキギター、エレキベース
に後加工なしで容易に取り付けることができるトレモロユニットならびにブリッジを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明の第１の構成の弦調整機構は、エレキギターある
いはエレキベースのボディに取り付けられるベースプレートと、弦を張る方向に沿ってス
ライド可能な状態で、前記ベースプレートに取り付けたスライダと、前記スライダを所定
のスライド位置において前記ベースプレートに固定する位置調整用固定具と、前記ベース
プレートに当接可能な当接部および前記弦を掛ける弦掛け部を備え、前記当接部を支点と
して揺動可能な状態で前記ベースプレートに載るサドルと、前記サドルを所定の揺動姿勢
で前記スライダに固定するチューニング用固定具と、を有していることを特徴とする。
【００１１】
　また、上記の課題を解決するために、本発明の第２の構成の弦調整機構は、エレキギタ
ーあるいはエレキベースのボディに取り付けられるベースプレートと、弦を張る方向に沿
ってスライド可能な状態で、前記ベースプレートに取り付けたスライダと、前記スライダ
を所定のスライド位置において前記ベースプレートに固定する位置調整用固定具と、前記
ベースプレートに当接する当接部および前記弦を掛ける弦掛け部を備える第１サドルと、
前記ベースプレートに載った前記第１サドルに揺動可能に支持されており、前記弦を掛け
る第２の弦掛け部を備える第２サドルと、前記第２サドルを所定の揺動姿勢で前記スライ
ダに固定するチューニング用固定具と、を有していることを特徴とする。
【００１２】
　本発明では、このように、エレキギターあるいはエレキベースの弦を掛ける弦掛け部を
形成したサドル（１部材で構成したサドル、あるいは、第１、第２サドルを連結した連結
サドル）を弦の圧力によってベースプレートに押し付けた状態で揺動させることができ、
このサドル（第２の構成の場合には第２サドル）を所定の揺動姿勢でスライダに固定する
ことができる。従って、チューニング用固定具によってサドルの傾きを調整して、弦掛け
部の高さを調節できる。また、位置調整ネジによって、スライダを介してベースプレート
上のサドルの位置を調節できる。従って、弦のテンションおよび弦高を調節して弦を張る
ことができる。あるいは、第２の構成の弦調整機構では、第１サドルによって弦高を決ま
った高さにした状態で、第２サドルによって弦のテンションを微調整することも可能であ
る。よって、ファインチューニング機構として用いることも可能である。
【００１３】
　特に、本発明では、弦を掛けたサドルが常時ベースプレートに押し付けられているため
、ベースプレートを介してボディへの音伝達が良好に行われる。また、振動やネジの調整
不良によるサドルの横揺れや傾きが生じにくい構造であるため、サドル同士の接触や弦と
サドルの接触不良によるビビリ音や音伝達不良が発生するおそれが少ない。加えて、チュ
ーニング用固定具および位置調整用固定具の２つの固定具を調節するだけのシンプルな構
造であるため、弦高およびテンションの調節が容易である。更に、サドルの傾きを固定す
るチューニング用固定具としては各種のものを用いることができ、サドルにネジ加工など
の複雑な加工を行わない構成とすることもできる。従って、銀やセラミックなどの素材を
用いることもでき、好みの音色に合わせた様々な素材のサドルを使用できる。よって、従
来品では実現困難であったナチュラルな音色を実現することもできる。
【００１４】
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　本発明において、前記位置調整用固定具は位置調整ネジであり、前記チューニング用固
定具はチューニングネジであり、前記サドル（第２の構成の弦調整機構の場合には、揺動
可能に支持された第２サドル）は、前記チューニングネジの頭部を係止する頭部係止部を
備え、前記ベースプレートは、前記スライダをスライド方向にガイドするガイド溝および
前記頭部係止部側への前記スライダの移動を阻止する位置規制部を備え、前記スライダは
、前記チューニングネジをねじ込み固定可能なチューニング用ネジ孔を備えていることが
望ましい。このようにすると、チューニングネジのネジ込み量に応じた角度にサドル（第
２サドル）の傾きを調節でき、位置調整ネジのネジ込み量に応じて、スライダを介してベ
ースプレート上のサドルの位置を調節できる。また、サドルにはチューニングネジの頭部
を係止する孔を形成するだけで良く、ネジ加工を行う必要がない。従って、銀やセラミッ
クなどのネジ加工が難しい素材を用いることができる。更に、弦掛け部と頭部係止部をサ
ドルの支点を挟んで両側に形成した場合には、弦の圧力が大きい場合であっても弦掛け部
の高さを容易に調節できるので、セッティングが容易である。更に、シンプルでデザイン
性の高いサドル形状にすることができるので、外観性が良好である。
【００１５】
　本発明において、前記サドル（第２の構成の場合には第１サドルと第２サドル）および
前記スライダは、当該スライダのスライド方向と交差する配列方向に所定数配列され、前
記ベースプレートは、前記配列方向に並ぶ複数の支持面を備え、当該複数の支持面のそれ
ぞれは、隣接する位置にある前記支持面と高低差を持つように形成され、前記複数の支持
面のそれぞれには、前記サドル（第２の構成の場合には第１サドル）の前記当接部が押し
付けられていることが望ましい。このようにすると、隣接する支持面の間の段差によって
サドルの横揺れが規制される。従って、横揺れに起因するサドル同士の接触や弦とサドル
の接触不良によって生じるビビリ音や音伝達不良などの不具合を低減できる。
【００１６】
　次に、本発明のトレモロユニットは、上記の第１の構成の弦調整機構と、当該弦調整機
構の前記ベースプレートを前記ボディに対して揺動可能に支持する支持部材と、前記サド
ルを介して前記ベースプレートに加わる弦からの押圧力による前記ベースプレートの揺動
方向と逆向きに前記ベースプレートを付勢する付勢部材と、前記ベースプレートに連結さ
れたトレモロアームとを有することを特徴とする。このように、本発明の弦調整機構をト
レモロユニットに用いた場合には、ボディに対するベースプレートの取り付けを従来品と
同様に行うことができるため、既存のエレキギター、エレキベースに後加工なしで容易に
取り付けることができ、汎用性が高い。また、上述したように、ボディへの音伝達が良好
であり、振動や調整不良によってビビリ音や音伝達不良が発生するおそれも少ない。また
、様々な素材のサドルを使用でき、好みの音色を実現できる。更に、シンプルでデザイン
性の高い外観を実現できる。
【００１７】
　本発明のトレモロユニットにおいて、前記支持部材は、前記ボディに固定されるホルダ
ーであり、当該ホルダーには差込溝が形成され、前記ベースプレートには前記差込溝に差
し込まれる差込片が形成されていることが望ましい。このような構成では、ベースプレー
トをボディにネジ止めする場合と比較して、ユニット全体を揺らす操作（トレモロ操作）
を行った場合の支点のずれが少ない。従って、トレモロ操作による音程の狂いを大幅に軽
減できる。
【００１８】
　また、次に、本発明のブリッジは、上記の第１の構成の弦調整機構と、当該弦調整機構
の前記ベースプレートを前記ボディにネジ止めする固定ネジを備えることを特徴とする。
このように、本発明の弦調整機構をブリッジとして用いた場合には、ボディに対するベー
スプレートの取り付けを従来品と同様に行うことができるため、既存のエレキギター、エ
レキベースに後加工なしで容易に取り付けることができ、汎用性が高い。また、上述した
ように、ボディへの音伝達が良好であり、ベース弦の激しい振動が加わったとしても、ビ
ビリ音や音伝達不良が発生するおそれが少ない。また、様々な素材のサドルを使用でき、
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好みの音色を実現できる。更に、シンプルでデザイン性の高い外観を実現できる。
【００１９】
　また、本発明のトレモロユニットは、上記の第２の構成の弦調整機構と、前記ボディに
螺合される弦高調整ネジと、前記サドルを介して前記ベースプレートに加わる弦からの押
圧力による前記ベースプレートの揺動方向と逆向きに前記ベースプレートを付勢する付勢
部材と、前記ベースプレートに連結されたトレモロアームとを有し、前記弦高調整ネジの
外周面に窪みが形成され、前記ベースプレートには前記窪みに差し込まれる差込片が形成
されていることを特徴とする。このようにすると、固定式のホルダーに差込溝を形成した
場合と同様に、トレモロ操作を行った場合の支点のずれが少なく、音程の狂いを大幅に軽
減できる。また、弦高調整ネジによってトレモロユニットに係止した複数本の弦の弦高を
まとめて調整できる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の弦調整機構、および、これを用いたトレモロユニットならびにブリッジによれ
ば、弦の圧力によってサドルの当接部をベースプレートに押し付けて、ベースプレートを
介してボディへの音伝達を良好に行うことができる。また、振動や調整不良によるサドル
の横揺れや傾きが生じにくく、サドル同士の接触や弦とサドルの接触不良によるビビリ音
や音伝達不良が発生するおそれが少ない。加えて、チューニング用固定具および位置調整
用固定具の２つを調節するシンプルな構造であり、弦高やテンションの調節が容易である
。更に、サドルに複雑な加工を行う必要がないため、銀やセラミックなどの加工が難しい
様々な素材を用いることができ、好みの音色を実現できる。また、既存のエレキギター、
エレキベースに後加工なしで容易に取り付けることができ、汎用性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明を適用した実施形態１の弦調整機構を備えるトレモロユニットの説明図で
ある。
【図２】図１のトレモロユニットのベースプレートを示す説明図である。
【図３】図１のトレモロユニットのブロックを示す説明図である。
【図４】図１のトレモロユニットのホルダーを示す説明図である。
【図５】図１のトレモロユニットのサドルを示す説明図である。
【図６】図１のトレモロユニットのスライダを示す説明図である。
【図７】本発明を適用した実施形態２の弦調整機構を備えるトレモロユニットの説明図で
ある。
【図８】図７のトレモロユニットのベースプレートを示す説明図である。
【図９】図７のトレモロユニットのホルダーを示す説明図である。
【図１０】図７のトレモロユニットのサドルを示す説明図である。
【図１１】本発明を適用した実施形態３の弦調整機構を備えるブリッジの説明図である。
【図１２】図１１のブリッジのベースプレートを示す説明図である。
【図１３】図１１のブリッジのサドルを示す説明図である。
【図１４】図１１のブリッジのスライダを示す説明図である。
【図１５】本発明を適用した実施形態４の弦調整機構（ファインチューニング機構）を備
えるトレモロユニットの説明図である。
【図１６】図１５のトレモロユニットのベースプレートを示す説明図である。
【図１７】図１５のトレモロユニットのブロックを示す説明図である。
【図１８】図１５のトレモロユニットのサドルを示す説明図である。
【図１９】図１５のトレモロユニットのスライダを示す説明図である。
【図２０】従来例のトレモロユニットを示す説明図である。
【図２１】トレモロユニットを備えるエレキギターを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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　以下に、図面を参照して、本発明を適用した弦調整機構およびこれを備えるトレモロユ
ニット、ブリッジ等の実施形態を説明する。実施形態１～４は、図２１に示すエレキギタ
ー１００に対して、従来例のトレモロユニット１０４に代えて実施形態１～４のトレモロ
ユニット、ブリッジを取り付けるものである。なお、本明細書では、便宜上、弦を掛ける
サドルとスライダが配列される方向をユニット幅方向Ｚ１とし、ユニット幅方向Ｚ１と直
交する方向（スライダがスライドする方向）をユニット前後方向Ｚ２とする。また、ユニ
ット幅方向Ｚ１およびユニット前後方向Ｚ２と直交する方向（トレモロユニット、ブリッ
ジを取り付けるボディ１０１の表面に対して垂直な方向）をユニット上下方向Ｚ３とする
。
【００２３】
［実施形態１（トレモロユニット）］
　図１は実施形態１の弦調整機構を備えるトレモロユニットの説明図であり、図１（ａ）
はトレモロユニットの平面図、図１（ｂ）はベースプレートとブロックの側面図、図１（
ｃ）はトレモロユニットの断面図（図１（ａ）のＸ－Ｘ断面図）である。また、図２～図
６はトレモロユニットの構成部品の説明図であり、図２はベースプレートの説明図、図３
はブロックの説明図、図４はホルダーの説明図、図５はサドルの説明図、図６はスライダ
の説明図である。実施形態１のトレモロユニット１は、エレキギター１００のボディ１０
１に対して、特別な加工を行わずに取り付けられるものである。
【００２４】
　図１に示すように、実施形態１のトレモロユニット１は、ベースプレート２と、ベース
プレート２の裏側に取り付けられるブロック３と、ブロック３に取り付けられるコイルば
ね３ｇ（付勢部材）と、ベースプレート２をボディ１０１に対して揺動可能に支持するホ
ルダー４（支持部材）と、ベースプレート２に形成されたガイド溝２ａに沿って弦Ｓを張
る方向にスライドするスライダ５と、弦Ｓを掛けるサドル６と、サドル６をスライダ５に
連結するチューニングネジ７（チューニング用固定具）と、スライダ５の位置を調節する
位置調整ネジ８（位置調整用固定具）と、ホルダー４側の端部を支点としてベースプレー
ト２を揺動させる操作部材であるトレモロアーム９を備えている。トレモロユニット１の
構成部品は金属によって形成される。あるいは、音の伝達性や加工性、強度、外観性など
を考慮して、他の素材を用いて形成してもよい。
【００２５】
　トレモロユニット１は、ベースプレート２、スライダ５、サドル６、チューニングネジ
７、位置調整ネジ８等によって構成される弦調整機構１Ａを備えている。弦調整機構１Ａ
は、チューニングネジ７によってサドル６の傾きを調節して弦高を調整し、更に、ベース
プレート２上のスライダ５の位置を位置調整ネジ８によって調節することで、スライダ５
に連結されたサドル６の位置を調節して弦Ｓのテンションを調節する機構である。
【００２６】
　図２（ａ）はベースプレート２の平面図、図２（ｂ）はベースプレート２の側面図、図
２（ｃ）（ｄ）はベースプレート２の断面図（図２（ａ）のＸ１－Ｘ１断面図、Ｘ２－Ｘ
２断面図）である。図１、図２に示すように、ベースプレート２はボディ１０１の表面に
当接する略長方形の平板状のベース本体部２Ａと、ベース本体部２Ａの一方の長辺からユ
ニット上下方向Ｚ３に屈曲されて垂直に立ち上がる立ち上がり部２Ｂを備えている。ベー
ス本体部２Ａには６本の直線状のガイド溝２ａが形成されている。ガイド溝２ａは、立ち
上がり部２Ｂに対して垂直な方向（ユニット前後方向Ｚ２）に延びており、一定間隔で平
行に並んでいる。ガイド溝２ａは、ベース本体部２Ａを貫通する貫通部２ｂと、貫通部２
ｂの溝幅方向の両側に沿って延びる薄肉部２ｃ（位置規制部）を備える。薄肉部２ｃの裏
側は、ベース本体部２Ａの裏面（ボディ１０１側の面）の側から一定の深さに凹んだ段部
２ｄとなっている。
【００２７】
　立ち上がり部２Ｂには、６つの位置調整ネジ係止孔２ｅが形成されている。位置調整ネ
ジ係止孔２ｅは、ガイド溝２ａの延長線上に形成されている。また、ベース本体部２Ａに
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は、立ち上がり部２Ｂと逆の側に位置する長辺の両端に、差込片２ｆが形成されている。
差込片２ｆの裏面はテーパ面であり、差込片２ｆは、先端に向かうに従って薄くなってい
る。ベースプレート２は、後述するように、ホルダー４に差込片２ｆを係合することによ
って、差込片２ｆの先端を支点として、ボディ１０１から持ち上がる方向に揺動可能に取
り付けられる。ベース本体部２Ａのユニット幅方向Ｚ１の一端にはアーム取付孔２ｇが形
成されている。アーム取付孔２ｇに取り付けたトレモロアーム９を操作することで、ベー
スプレート２をボディ１０１に対して傾けることができる。また、ベース本体部２Ａには
、６本のガイド溝２ａのうち、１本目と２本目の間、３本目と４本目の間、５本目と６本
目の間の３箇所にネジ孔２ｈが形成されている。
【００２８】
　図３（ａ）はブロック３の平面図、図３（ｂ）はブロック３の側面図、図３（ｃ）（ｄ
）はブロック３の断面図（図３（ａ）のＸ３－Ｘ３断面図、Ｘ４－Ｘ４断面図）である。
図１、図３に示すように、ブロック３は、ユニット幅方向Ｚ１およびユニット上下方向Ｚ
３に長い薄型の概略直方体状をしており、図１（ｃ）に示すように、ボディ１０１に形成
された凹部１０１ａ内に配置されている。ブロック３には、ユニット上下方向Ｚ３の一方
側（ベースプレート２側）の端面３ａに開口する３つのネジ孔３ｂが形成されている。ネ
ジ孔３ｂは、ベースプレート２に形成された上記の３つのネジ孔２ｈと重なっている。ブ
ロック３の端面３ａをベース本体部２Ａに当接させて、ネジ孔２ｈとネジ孔３ｂに図示し
ない固定ネジをねじ込み固定することで、ブロック３がベース本体部２Ａに固定される。
【００２９】
　ブロック３の端面３ａには、ベース本体部２Ａのガイド溝２ａと重なる位置に、６つの
弦係止孔３ｃおよび６つの凹部３ｄが開口している。弦係止孔３ｃは貫通部２ｂの端部と
重なる位置に形成され、端面３ａに対して垂直に延びている。図１（ｃ）に示すように、
弦係止孔３ｃには、貫通部２ｂを通った弦Ｓの端部が引き込まれて係止されている。凹部
３ｄは、弦係止孔３ｃの近傍からブロック３の側面３ｅに向けてユニット前後方向Ｚ２に
延びる一定深さの窪みであり、側面３ｅに開口している。凹部３ｄの溝幅はガイド溝２ａ
の貫通部２ｂの幅と同一である。凹部３ｄ内には、スライダ５からブロック３側に突出す
るように取り付けられるチューニングネジ７の先端部が延びている。凹部３ｄによって、
チューニングネジ７とブロック３との干渉を避けるようになっている。
【００３０】
　ブロック３のユニット幅方向Ｚ１の一端はベース本体部２Ａに形成されたアーム取付孔
２ｇと重なっており、この位置にアーム取付孔３ｆが形成されている。アーム取付孔３ｆ
は、ユニット上下方向Ｚ３に対して所定角度（例えば、１０°）傾いたネジ孔であり、ア
ーム取付孔２ｇに挿通されたトレモロアーム９の端部が螺合されている。ここで、図１（
ｃ）に示すように、ブロック３には、コイルばね３ｇの一端が固定されている。コイルば
ね３ｇの他端は、弦Ｓと同様にエレキギターのネック側へ延びており、ボディ１０１に固
定されている。トレモロユニット１は、弦Ｓからの押圧力によってベースプレート２およ
びブロック３が上方に持ち上がる方向に揺動するように付勢されている。一方、コイルば
ね３ｇは、この付勢力と逆向きにベースプレート２およびブロック３を付勢するように取
り付けられている。従って、トレモロ操作を行わない状態では、ベースプレート２がボデ
ィ１０１側に当接した状態が保たれる。
【００３１】
　図４（ａ）はホルダー４の平面図、図４（ｂ）はホルダー４の断面図（図４（ａ）のＸ
５－Ｘ５断面図）、図４（ｃ）（ｄ）はホルダー４の側面図（ベースプレート２側、およ
びその逆の側から見た側面図）である。図１、図４に示すように、ホルダー４は、ユニッ
ト幅方向Ｚ１に延びる細長い板状の部材である。ホルダー４の長手方向の両側部分は厚肉
部４ａであり、中央部分は薄肉部４ｂとなっている。ホルダー４は、薄肉部４ｂに形成さ
れた固定孔４ｃに図示しない固定ネジをネジ止めすることで、ボディ１０１に固定されて
いる。
【００３２】
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　ホルダー４の厚肉部４ａには、ベースプレート２側を向いた側面に開口する差込溝４ｄ
が形成されている。差込溝４ｄは、奥に向かうに従ってユニット上下方向Ｚ３の高さが減
少する楔状の断面形状をしている。ベースプレート２は、差込片２ｆを差込溝４ｄに差し
込むことで、ホルダー４によって揺動可能に支持されている。
【００３３】
　図５（ａ）はサドル６の平面図、図５（ｂ）はサドル６の断面図（図５（ａ）のＸ６－
Ｘ６断面図）、図５（ｃ）はサドル６の前面図（弦掛け部６ｆ側からユニット前後方向Ｚ
２に見た図）である。図１（ａ）に示すように、トレモロユニット１は、ベースプレート
２上にユニット幅方向Ｚ１に配列された６個のサドル６を備える。各サドル６は、ユニッ
ト前後方向Ｚ２に長い平面視長方形の部材である。図１、図５に示すように、サドル６は
、立ち上がり部２Ｂに向けてユニット前後方向Ｚ２に延びる第１腕部６ａと、立ち上がり
部２Ｂと逆の側に延びる第２腕部６ｂを備える。サドル６のユニット幅方向Ｚ１の中央に
は弦通し孔６ｃが形成されている。サドル６の下部（ベース本体部２Ａ側の部位）には、
弦通し孔６ｃのユニット幅方向Ｚ１の両側に、ベース本体部２Ａに向けて突出する２つの
突出部６ｄが形成されている。両突出部６ｄの先端６ｅ（当接部）はユニット幅方向Ｚ１
に一直線に延びる稜線を形成しており、ベース本体部２Ａに当接している。サドル６は、
突出部６ｄの先端６ｅを支点として、第１腕部６ａおよび第２腕部６ｂが揺動するように
構成されている。
【００３４】
　第２腕部６ｂのユニット幅方向Ｚ１の中央には、弦通し孔６ｃに引き込まれる弦Ｓを掛
ける弦掛け部６ｆが形成されている。弦掛け部６ｆの表面は上向きの湾曲形状であり、こ
の面が弦掛け面となっている。一方、第１腕部６ａの先端寄りの位置には、頭部係止部６
ｇが形成されている。頭部係止部６ｇは第１腕部６ａをユニット上下方向Ｚ３に貫通する
貫通孔である。なお、頭部係止部６ｇの形状を貫通孔と異なる形状にすることもできる。
例えば、第１腕部６ａの縁に開口する切り欠き形状であってもよい。また、第１腕部６ａ
の上面には、頭部係止部６ｇを半月型に囲む凹部６ｈが形成されている。チューニングネ
ジ７の頭部が頭部係止部６ｇに係止されるとき、凹部６ｈの底面に頭部が当接する。
【００３５】
　図６（ａ）はスライダ５の平面図、図６（ｂ）はスライダ５の断面図（図６（ａ）のＸ
７－Ｘ７断面図）、図６（ｃ）はユニット前後方向Ｚ２に見たスライダ５の側面図（ネジ
固定部５ｂと逆の側から見た図）である。図１（ａ）に示すように、トレモロユニット１
は、ユニット幅方向Ｚ１に配列された６個のスライダ５を備える。各スライダ５はガイド
溝２ａに装着されており、ガイド溝２ａに沿ってユニット前後方向Ｚ２にスライド可能で
ある。図１、図６に示すように、スライダ５は、ユニット前後方向Ｚ２に延びるスライダ
本体部５ａと、スライダ本体部５ａの立ち上がり部２Ｂ側の端部から立ち上がり部２Ｂと
同じ側に突出するネジ固定部５ｂを備える。ネジ固定部５ｂにはスライダ側ネジ孔５ｃが
形成されている。スライダ５をガイド溝２ａに装着すると、立ち上がり部２Ｂに形成され
た位置調整ネジ係止孔２ｅとスライダ側ネジ孔５ｃとが同軸状態となる。位置調整ネジ８
の頭部を位置調整ネジ係止孔２ｅに係止して、スライダ側ネジ孔５ｃへの位置調整ネジ８
のネジ込み量を調整することで、スライダ５をスライド範囲内の任意の位置に固定するこ
とができる。
【００３６】
　スライダ本体部５ａは、ガイド溝２ａの貫通部２ｂに内接する幅の本体上部５ｄと、段
部２ｄに内接する幅の本体下部５ｅをユニット上下方向Ｚ３に積層した形状をしている。
また、スライダ本体部５ａにおけるネジ固定部５ｂと逆側の端部には、チューニング用ネ
ジ孔５ｆが形成されている。ここで、サドル６の第１腕部６ａはチューニング用ネジ孔５
ｆを覆う位置に延びており、チューニング用ネジ孔５ｆの軸線方向Ｌ（図１（ｃ）参照）
を向いて見た場合に、第１腕部６ａに形成された頭部係止部６ｇとスライダ５のチューニ
ング用ネジ孔５ｆとが重なっている。実施形態１では、チューニング用ネジ孔５ｆの軸線
方向Ｌはユニット上下方向Ｚ３と略一致している。チューニングネジ７は、頭部係止部６
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ｇに挿通され、先端部がチューニング用ネジ孔５ｆに螺合されている。
【００３７】
　この状態で、サドル６の弦掛け部６ｆに弦Ｓを掛けると、弦Ｓの圧力によって、弦掛け
部６ｆがベース本体部２Ａ側に揺動し、第１腕部６ａがベース本体部２Ａから離れる側に
揺動する。このとき、頭部係止部６ｇに係止されたチューニングネジ７を介して、その先
端部に螺合されているスライダ５が上方（頭部係止部６ｇ側）に引っ張り上げられるが、
ガイド溝２ａに設けられた薄肉部２ｃがスライダ５の本体下部５ｅに当接して、スライダ
５の上方（頭部係止部６ｇ側）への移動が規制される。このため、サドル６は、チューニ
ングネジ７のねじ込み量に応じた傾きとなった姿勢で停止する。つまり、サドル６は、チ
ューニングネジ７によって所定の揺動姿勢でスライダ５に固定されるようになっており、
チューニングネジ７のチューニング用ネジ孔５ｆへのねじ込み量を調節することで、弦掛
け部６ｆのユニット上下方向Ｚ３の位置（弦高）を調節できる構造となっている。
【００３８】
　以上のように、実施形態１のトレモロユニット１に設けられた弦調整機構１Ａ（ベース
プレート２、スライダ５、サドル６、チューニングネジ７、位置調整ネジ８）は、ベース
本体部２Ａに当接した状態で揺動するサドル６の第１腕部６ａにチューニングネジ７の頭
部が係止され、このチューニングネジ７の先端部がスライダ５にねじ込み固定されている
。スライダ５は、薄肉部２ｃによってサドル６側に引き抜き不能な状態に取り付けられて
おり、第１腕部６ａの上昇を規制するアンカーとして機能する。一方、サドル６のもう一
方の腕部（第２腕部６ｂ）には弦掛け部６ｆが設けられているため、弦Ｓからの圧力によ
って下向きに付勢される。この結果、チューニングネジ７のねじ込み量に応じた姿勢にサ
ドル６が傾き、弦掛け部６ｆの高さをチューニングネジ７によって調節できる。また、チ
ューニングネジ７によってサドル６とスライダ５が連結されているため、位置調整ネジ８
によって、スライダ５を介してベース本体部２Ａ上のサドル６の位置を調節できる。従っ
て、弦Ｓのテンションおよび弦高を調節しながら弦を張ることができる。
【００３９】
　このような構成では、弦Ｓを掛けたサドル６が常時ベース本体部２Ａに押し付けられて
いるため、音伝達のロスが少なく、ベースプレート２を介してボディ１０１への音伝達を
良好にすることができる。また、振動やネジの調整不良によるサドル６の横揺れや傾きが
生じにくい構造であり、サドル６同士の接触や弦Ｓとサドル６の接触不良によるビビリ音
や音伝達不良が発生しにくい。加えて、チューニングネジ７および位置調整ネジ８の２本
のネジを調節するシンプルな構造であるため、弦高およびテンションの調節が容易であり
、セッティングが容易である。更に、サドル６にはネジ加工を行う必要がない。従って、
銀やセラミックなどのネジ加工が難しい素材を用いることもでき、好みの音色に合わせた
様々な素材のサドル６を使用できる。よって、従来品では実現困難であったナチュラルな
音色を実現することもできる。また、シンプルでデザイン性の高い外観を実現でき、軽量
化にも有利である。
【００４０】
　また、実施形態１の弦調整機構１Ａを備えるトレモロユニット１は、ボディ１０１に対
するベースプレート２の取り付けを従来品と同様に行うことができるため、既存のエレキ
ギター、エレキベースに後加工なしで容易に取り付けることができ、汎用性が高い。また
、トレモロ操作時には、ホルダー４の差込溝４ｄに差し込んだ差込片２ｆの先端を支点と
してベースプレート２を揺らすことができるため、支点のずれが少なく、トレモロ操作に
よる音程の狂いを大幅に軽減できる。
【００４１】
　なお、実施形態１では、チューニングネジ７によってサドル６を所定の揺動姿勢に保持
すると共にスライダ５に連結しているが、ネジ以外の固定具を用いて、サドル６の揺動姿
勢（傾き）を調節する構成としてもよい。また、ネジ以外の固定具を用いて、ベースプレ
ート２上におけるスライダ５の位置を調節する構成としてもよい。
【００４２】
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［実施形態２（トレモロユニット）］
　図７は実施形態２の弦調整機構を備えるトレモロユニットの説明図であり、図７（ａ）
はトレモロユニットの平面図、図７（ｂ）はベースプレートとブロックの側面図、図７（
ｃ）はトレモロユニットの断面図（図７（ａ）のＸ８－Ｘ８断面図）である。また、図８
～図１０はトレモロユニットの構成部品の一部を示す説明図であり、図８はベースプレー
トの説明図、図９はホルダーの説明図、図１０はサドルの説明図である。実施形態２のト
レモロユニット１１の基本構造は実施形態１と同じであるが、ベースプレート１２の表面
に高低差を付けることで、隣接するサドル１６が高さの異なる支持面に押し付けられるよ
うにした点、および、ホルダー１４を板状のホルダー本体１４Ａとスタッド１４Ｂで構成
した点が異なっている。
【００４３】
　図７に示すように、実施形態２のトレモロユニット１１は、ベースプレート１２と、ベ
ースプレート１２の裏側に取り付けられるブロック１３と、ブロック１３に取り付けられ
るコイルばね１３ｇ（付勢部材）と、ベースプレート１２をボディ１０１に対して揺動可
能に支持するホルダー１４（支持部材）と、ベースプレート１２に形成されたガイド溝１
２ａに沿って弦Ｓを張る方向にスライドするスライダ１５と、弦Ｓを掛けるサドル１６と
、サドル１６をスライダ１５に連結するチューニングネジ１７（チューニング用固定具）
と、スライダ１５の位置を調節する位置調整ネジ１８（位置調整用固定具）と、トレモロ
アーム１９を備えている。トレモロユニット１１の弦調整機構１１Ａ（ベースプレート１
２、スライダ１５、サドル１６、チューニングネジ１７、位置調整ネジ１８）は、実施形
態１と同様に、チューニングネジ１７によってサドル１６の傾きを調節して弦高を調整し
、更に、ベースプレート１２上のスライダ１５の位置を位置調整ネジ１８によって調節す
ることで、スライダ１５に連結されたサドル１６の姿勢と位置を調節して弦Ｓのテンショ
ンを調節する機構である。
【００４４】
　以下、実施形態１のトレモロユニット１と異なる点を主に説明し、同じ部分は説明を省
略する。図８（ａ）はベースプレート１２の側面図、図８（ｂ）はベースプレート１２の
断面図（図８（ａ）のＸ９－Ｘ９断面図）、図８（ｃ）はホルダー１４側から見たベース
プレート１２の側面図、図８（ｄ）はベースプレート１２の断面図（図８（ａ）のＹ－Ｙ
断面図）、図８（ｅ）はベースプレート１２の裏面図である。図７、図８に示すように、
ベースプレート１２は、ベース本体部１２Ａおよび立ち上がり部１２Ｂを備えている。実
施形態２の立ち上がり部１２Ｂは、位置調整ネジ係止孔１２ｅに位置調整ネジ１８の頭部
を収容する凹部が設けられている点、および、ベース本体部１２Ａの表面に形成されてい
る後述する高低差に応じて位置調整ネジ係止孔１２ｅの高さ（ユニット上下方向Ｚ３の位
置）が異なっている点を除き、実施形態１と同様に形成されている。
【００４５】
　ベース本体部１２Ａには、６本の直線状のガイド溝１２ａと３つのネジ孔１２ｈが形成
されている。ガイド溝１２ａとネジ孔１２ｈの位置および形状は実施形態１と同様である
。また、ベース本体部１２Ａのユニット幅方向Ｚ１の一端にアーム取付孔１２ｇが形成さ
れ、ここにトレモロアーム１９が取り付けられる点も同様である。一方、ベース本体部１
２Ａには、立ち上がり部１２Ｂから遠い側の長辺の両端に、差込片１２ｆが形成されてい
る。差込片１２ｆの断面形状は実施形態１と同様であるが、実施形態２では、差込片１２
ｆのユニット幅方向Ｚ１の中央に円弧状の切り欠き１２ｊが形成されている。
【００４６】
　図７（ａ）に示すように、ベース本体部１２Ａの表面には、実施形態１と同様に６個の
サドル１６がユニット幅方向Ｚ１に配列される。実施形態２では、図８（ａ）に示すよう
に、ベース本体部１２Ａの表面において、隣接するサドル１６の間に段差が形成されてお
り、ベース本体部１２Ａの表面が高さの異なる５つの支持面Ｅ１～Ｅ５に区画されている
。
【００４７】
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　支持面Ｅ１～Ｅ５は、サドル１６の配列方向に並んでおり、隣接する位置にある支持面
と高低差を持つように形成されている。ユニット幅方向Ｚ１の中央に位置する支持面Ｅ３
は、最も高い支持面であり、この上に２つのサドル１６が載っている。また、その両側の
２つの支持面Ｅ２、Ｅ４は支持面Ｅ３より一段低い面であり、それぞれサドル１６が１つ
ずつ載っている。そして、支持面Ｅ２の幅方向外側に位置する支持面Ｅ１、および、支持
面Ｅ４の幅方向外側に位置する支持面Ｅ５は、支持面Ｅ２、Ｅ４よりも更に一段低い領域
であり、それぞれサドル１６が１つずつ載っている。このように、実施形態２では、隣接
するサドル１６が載る領域（支持面）を段差によって区画している。
【００４８】
　図７（ａ）～（ｃ）に示すように、ブロック１３は、実施形態１と同様にコイルばね１
３ｇによって付勢されている。ブロック１３は、アーム取付孔１３ｆが形成された部位の
ユニット上下方向Ｚ３の寸法が短く、この部位をアーム取付孔１３ｆが貫通していること
を除き、実施形態１のブロック３と同様に形成されている。なお、本明細書ではブロック
１３を単体で示す図を省略しているが、後述する実施形態４の図１７に示すブロック３３
は、ブロック１３と同一形状である。
【００４９】
　図９（ａ）はホルダー本体１４Ａの平面図、図９（ｂ）はホルダー本体１４Ａの断面図
（図９（ａ）のＸ１０－Ｘ１０断面図）、図９（ｃ）はホルダー本体１４Ａの側面図（ベ
ースプレート１２側から見た側面図）、図９（ｄ）はスタッド１４Ｂの側面図である。図
７、図９に示すように、ホルダー１４は、ユニット幅方向Ｚ１に延びる細長い板状のホル
ダー本体１４Ａと、ホルダー本体１４Ａの長手方向の両端の厚肉部１４ａに形成されたス
タッド取付孔１４ｆに取り付けられるスタッド１４Ｂを備えている。ホルダー本体１４Ａ
の長手方向の中央部分には固定孔１４ｄが形成されている。ホルダー本体１４Ａは、図示
しない固定ネジを固定孔１４ｄにネジ止めすることで、ボディ１０１に固定されている。
【００５０】
　ホルダー本体１４Ａの厚肉部１４ａには、ベースプレート１２側を向いた側面に開口す
る凹部１４ｇが形成されている。また、スタッド１４Ｂの外周面には、全周にわたって窪
み１４ｅが形成されている。窪み１４ｅの断面形状は楔状である。スタッド取付孔１４ｆ
にスタッド１４Ｂを装着すると、窪み１４ｅが凹部１４ｇ内に露出する。従って、図７（
ｃ）に示すように、ベースプレート１２側の２つの差込片１２ｆをそれぞれ窪み１４ｅに
差し込み、切り欠き１２ｊにスタッド１４Ｂを位置決めすることで、ベースプレート１２
がホルダー１４に揺動可能に支持される。
【００５１】
　図１０（ａ）はサドル１６の平面図、図１０（ｂ）はサドル１６の断面図（図１０（ａ
）のＸ１１－Ｘ１１断面図）、図１０（ｃ）はサドル１６の前面図（弦掛け部１６ｆ側か
らユニット前後方向Ｚ２に見た図）である。実施形態２のサドルは、頭部係止部１６ｇが
形成された第１腕部１６ａと、弦掛け部１６ｆが形成された第２腕部１６ｂを備えている
。サドル１６の形状は実施形態１とほとんど同じであり、異なる点は、チューニングネジ
１７の頭部を当接させる凹部１６ｈの形状のみである。また、上述したように、実施形態
２では、６つのサドル１６を支持する支持面Ｅ１～Ｅ５の高さが異なるため、同一形状の
サドル１６を並べたのではサドル１６の上端の高さが揃わない。そこで、３種類の高さの
支持面Ｅ１～Ｅ５に合わせて、３種類の高さのサドル１６（１６（１）～１６（３））を
用いることで、サドル１６の上端の高さを揃えている。
【００５２】
　実施形態２では、ユニット幅方向Ｚ１に配列された６個のスライダ１５を備える。各ス
ライダ１５の構成は実施形態１と同様であるため、部品単体の図面およびその詳細な説明
は省略する。各スライダ１５には位置調整ネジ１８の先端部がねじ込み固定されるスライ
ダ側ネジ孔１５ｃが設けられ、位置調整ネジ１８のねじ込み寸法の調節によって、スライ
ダ１５およびこれに連結されたサドル１６の位置調整がなされる。また、実施形態２のサ
ドル１６は、チューニングネジ１７のねじ込み寸法の調節によって弦掛け部１６ｆの高さ
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調整が行われる。従って、実施形態１と同様に、弦高およびテンションを調節して弦Ｓを
張ることができる。
【００５３】
　以上のように、実施形態２の弦調整機構１１Ａ（ベースプレート１２、スライダ１５、
サドル１６、チューニングネジ１７、位置調整ネジ１８）およびこれを備えるトレモロユ
ニット１１は、実施形態１と同様の作用効果を備え、更に、ベースプレート１２の表面に
高低差を付けて、隣接するサドル１６が高さの異なる支持面に押し付けられるようにした
ことで、サドル１６の横揺れを防止できる構造となっている。従って、横揺れに起因する
不具合を更に低減でき、ビビリ音や音伝達不良を更に低減できる。
【００５４】
［実施形態３（ブリッジ）］
　図１１は実施形態３の弦調整機構を備えるブリッジの説明図であり、図１１（ａ）はブ
リッジの平面図、図１１（ｂ）はブリッジの断面図（図１１（ａ）のＸ１２－Ｘ１２断面
図）、図１１（ｃ）はベースプレートと固定ネジの側面図である。また、図１２～図１４
はブリッジの構成部品の説明図であり、図１２はベースプレートの説明図、図１３はサド
ルの説明図、図１４はスライダの説明図である。実施形態３のブリッジ２１は、エレキベ
ースの弦Ｓを張るための固定式のユニットであり、エレキベースのボディ１０１Ａに固定
される。実施形態３は、実施形態１、２の弦調整機構１Ａ、１１Ａと同様の機構をエレキ
ベースのブリッジ２１に適用したものである。
【００５５】
　ブリッジ２１は、ベースプレート２２と、ベースプレート２２をボディ１０１Ａにネジ
止めする固定ネジ２３と、ベースプレート２２に形成されたガイド溝２２ａに沿って弦Ｓ
を張る方向にスライドするスライダ２５と、弦Ｓを掛けるサドル２６と、サドル２６をス
ライダ２５に連結するチューニングネジ２７（チューニング用固定具）と、スライダ２５
の位置を調節する位置調整ネジ２８（位置調整用固定具）を備えている。ブリッジ２１の
弦調整機構２１Ａ（ベースプレート２２、スライダ２５、サドル２６、チューニングネジ
２７、位置調整ネジ２８）は、実施形態１、２と同様に、チューニングネジ２７によって
サドル２６の傾きを調節して弦高を調整し、更に、ベースプレート２２上のスライダ２５
の位置を位置調整ネジ２８によって調節することで、スライダ２５に連結されたサドル２
６の位置を調節して弦Ｓのテンションを調節する機構である。
【００５６】
　図１２（ａ）はベースプレート２２の平面図、図１２（ｂ）（ｃ）はベースプレート２
２の断面図（図２２（ａ）のＸ１３－Ｘ１３断面図、Ｙ１－Ｙ１断面図）、図１２（ｄ）
はベースプレート２２の裏面図である。図１１、図１２に示すように、ベースプレート２
２はボディ１０１Ａの表面に当接する略長方形の平板状のベース本体部２２Ａと、ベース
本体部２２Ａの一方の長辺から垂直に立ち上がる立ち上がり部２２Ｂを備える。ベース本
体部２２Ａには４本のガイド溝２２ａが形成されている。ガイド溝２２ａは、ベース本体
部２２Ａを貫通する貫通部２２ｂ、２２ｃと、貫通部２２ｂ、２２ｃを囲む薄肉部２２ｄ
（位置規制部）を備える。貫通部２２ｂはガイド溝２２ａの立ち上がり部２２Ｂ側の端部
に形成され、貫通部２２ｃはその逆側の端部に形成されている。薄肉部２２ｄの裏側は、
ベース本体部２２Ａの裏面（ボディ１０１Ａ側の面）の側から一定の深さに凹んでいる。
【００５７】
　ベース本体部２２Ａには、４本のガイド溝２２ａの間、およびガイド溝２２ａの幅方向
外側の合計５箇所にネジ孔２２ｈが形成されている。５箇所のネジ孔２２ｈの全てあるい
はその一部に固定ネジ２３をネジ止めすることで、ベースプレート２２がボディ１０１Ａ
に固定される。固定ネジ２３の頭部は、ネジ孔２２ｈの周囲に形成された凹部に収納され
るので、ベース本体部２２Ａの表面から突出しない。また、立ち上がり部２２Ｂには、ガ
イド溝２２ａの延長線上に弦係止孔２２ｊが形成されている。
【００５８】
　図１１（ａ）に示すように、ベース本体部２２Ａの表面には、４個のサドル２６がユニ
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ット幅方向Ｚ１に配列される。実施形態３では、図１２（ａ）に示すように、ベース本体
部２２Ａの表面は、高低差のある３つの支持面Ｅ１１～Ｅ１３に区画されている。具体的
には、両端に配置された２つのサドル２６が載る支持面Ｅ１１、Ｅ１３は、中央の２つの
サドル２６が載る支持面Ｅ１２より一段低く形成されている。支持面Ｅ１１、Ｅ１３の幅
方向外側は、支持面Ｅ１２と同じ高さの縁部分となっている。
【００５９】
　図１１（ａ）に示すように、実施形態３では、ブリッジ２１に用いるサドル２６として
、ユニット幅方向Ｚ１に非対称な形状のサドル２６Ａと、その反転形状のサドル２６Ｂの
２種類を用いている。支持面Ｅ１１、Ｅ１２にサドル２６Ａが並んで載っており、支持面
Ｅ１２、Ｅ１３にもう一種類のサドル２６Ｂが並んで載っている。図１３（ａ）（ｂ）は
それぞれ、サドル２６Ａ、２６Ｂの平面図であり、図１３（ｃ）はサドル２６Ｂの側面図
である。また、図１３（ｄ）（ｅ）はそれぞれ、サドル２６Ａ、２６Ｂの前面図（ユニッ
ト前後方向Ｚ２から見た図）であり、図１３（ｆ）はサドルの斜視図である。
【００６０】
　図１１、図１３に示すように、サドル２６Ａ、２６Ｂは、立ち上がり部２２Ｂに向けて
ユニット前後方向Ｚ２に延びる第１腕部２６ａと、立ち上がり部２２Ｂと逆の側に延びる
第２腕部２６ｂを備える。第１腕部２６ａはユニット幅方向Ｚ１の一方側に偏って形成さ
れており、サドル２６Ａとサドル２６Ｂでは第１腕部２６ａの配置が逆になっている。サ
ドル２６Ａ、２６Ｂの下部（ベース本体部２２Ａ側の部位）には突出部２６ｄが形成され
ている。突出部２６ｄの先端２６ｅ（当接部）はユニット幅方向Ｚ１に一直線に延びる稜
線を形成しており、ベース本体部２２Ａに当接している。サドル２６Ａ、２６Ｂは、突出
部２６ｄの先端２６ｅを支点として、第１腕部２６ａおよび第２腕部２６ｂが揺動するよ
うに配置される。
【００６１】
　第２腕部２６ｂのユニット幅方向Ｚ１の中央には弦掛け部２６ｆが形成されている。一
方、第１腕部２６ａの先端寄りの位置には頭部係止部２６ｇが形成されている。頭部係止
部２６ｇは第１腕部２６ａをユニット上下方向Ｚ３に貫通する貫通孔である。サドル２６
Ａ、２６Ｂの上面は、第１腕部２６ａの側が凹んだ形状となっている。頭部係止部２６ｇ
にはチューニングネジ２７の頭部が係止され、チューニングネジ２７の先端部は、スライ
ダ２５のチューニング用ネジ孔２５ｆに螺合される。
【００６２】
　図１４（ａ）はスライダ２５の平面図、図１４（ｂ）はスライダ２５の側面図である。
図１１（ａ）に示すように、ブリッジ２１は、ユニット幅方向Ｚ１に配列された４個のス
ライダ２５を備える。各スライダ２５はガイド溝２２ａに装着されており、ガイド溝２２
ａに沿ってユニット前後方向Ｚ２にスライド可能である。図１１、図１４に示すように、
スライダ２５は、ユニット前後方向Ｚ２に延びるスライダ本体部２５ａと、スライダ本体
部２５ａの立ち上がり部２２Ｂ側の端部から突出する連結部２５ｂを備える。連結部２５
ｂにはチューニング用ネジ孔２５ｆが形成されている。実施形態３では、チューニング用
ネジ孔２５ｆの軸線方向Ｌ１はユニット上下方向Ｚ３に対して所定角度（例えば、１８°
）傾いている。また、スライダ本体部２５ａにおいて立ち上がり部２２Ｂと逆側の端部に
は、スライダ側ネジ孔２５ｃが形成されている。スライダ２５をガイド溝２２ａに装着す
ると、連結部２５ｂはガイド溝２２ａの貫通部２２ｂに配置され、スライダ側ネジ孔２５
ｃはガイド溝２２ａの貫通部２２ｃに配置される。スライダ側ネジ孔２５ｃに位置調整ネ
ジ２８を螺合させて締め付けることで、スライダ２５の位置が固定される。
【００６３】
　スライダ本体部２５ａは、連結部２５ｂとスライダ側ネジ孔２５ｃの間の部分が、ベー
ス本体部２２Ａの薄肉部２２ｄの下側に配置されている。サドル２６Ａ（２６Ｂ）の弦掛
け部２６ｆに弦Ｓを掛けると、弦Ｓの圧力によって、弦掛け部２６ｆがベース本体部２２
Ａ側に揺動し、第１腕部２６ａがベース本体部２２Ａから離れる側に揺動する。このとき
、頭部係止部２６ｇに係止されたチューニングネジ２７を介して、その先端部に螺合され
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ているスライダ２５が上方（頭部係止部２６ｇ側）に引っ張り上げられるが、ベース本体
部２２Ａの薄肉部２２ｄがスライダ２５の上方（頭部係止部２６ｇ側）への移動を規制す
るため、サドル２６Ａ（２６Ｂ）は、チューニングネジ２７のねじ込み量に応じた傾きと
なった姿勢で停止する。つまり、チューニングネジ２７のチューニング用ネジ孔２５ｆへ
のねじ込み量を調節することで、弦掛け部２６ｆのユニット上下方向Ｚ３の位置（弦高）
を調節できる構造となっている。
【００６４】
　以上のように、実施形態３のブリッジ２１に設けられた弦調整機構２１Ａ（ベースプレ
ート２２、スライダ２５、サドル２６（２６Ａ、２６Ｂ）、チューニングネジ２７、位置
調整ネジ２８）は、実施形態１、２と同様にサドル２６Ａ、２６Ｂがベースプレート２２
に常時押し付けられており、音伝達が良好である。また、振動やネジの調整不良によるサ
ドル２６Ａ、２６Ｂの横揺れや傾きが生じにくく、ベース弦の激しい振動が加わってもビ
ビリ音や音伝達不良が発生しにくい。更に、ブリッジ２１として用いる場合、既存のエレ
キベースのボディ１０１Ａに一切の後加工なく取り付けることができ、汎用性が高い。ま
た、シンプルな構造であるため、弦高およびテンションの調節が容易であると共に、シン
プルでデザイン性の高い外観を実現できる。更に、様々な素材でサドル２６Ａ、２６Ｂを
形成できるため、好みの音色を実現できる。
【００６５】
［実施形態４（ファインチューニング機構を備えるトレモロユニット）］
　図１５は実施形態４の弦調整機構（ファインチューニング機構）を備えるトレモロユニ
ットの説明図であり、図１５（ａ）はトレモロユニットの平面図、図１５（ｂ）はベース
プレートとブロックの側面図、図１５（ｃ）はトレモロユニットの断面図（図１５（ａ）
のＸ１４－Ｘ１４断面図）である。また、図１６～図１９はトレモロユニットの構成部品
の一部を示す説明図であり、図１６はベースプレートの説明図、図１７はブロックの説明
図、図１８はサドルの説明図、図１９はスライダの説明図である。実施形態４のトレモロ
ユニット３１は、サドル３６の構造およびベースプレート３２の支持構造を除き、実施形
態２と同様に形成されている。
【００６６】
　図１５に示すように、実施形態４のトレモロユニット３１は、ベースプレート３２と、
ベースプレート３２の裏側に取り付けられるブロック３３と、ブロック３３に取り付けら
れるコイルばね３３ｇ（付勢部材）と、ベースプレート３２をボディ１０１に対して揺動
可能に支持するスタッド３４（弦高調整ネジ）と、ベースプレート３２に形成されたガイ
ド溝３２ａに沿って弦Ｓを張る方向にスライドするスライダ３５と、弦Ｓを掛けるサドル
３６と、サドル３６をスライダ３５に連結するチューニングネジ３７（チューニング用固
定具）と、スライダ３５の位置を調節する位置調整ネジ３８（位置調整用固定具）と、ト
レモロアーム３９を備えている。トレモロユニット３１は、ベースプレート３２、スライ
ダ３５、サドル３６、チューニングネジ３７、位置調整ネジ３８等によって構成されるフ
ァインチューニング機構３１Ａ（弦調整機構）を備えている。ファインチューニング機構
３１Ａは、後述するように、弦高を変化させることなく、弦Ｓのテンションを微調整する
機構である。実施形態４のトレモロユニット３１の弦高調整は、後述するスタッド３４の
ねじ込み量を変えることでベースプレート３２全体の高さを調節することによって行う。
【００６７】
　以下、実施形態２のトレモロユニット１１と異なる点を主に説明し、同じ部分は説明を
省略する。図１６（ａ）はベースプレート３２の側面図、図１６（ｂ）はベースプレート
３２の断面図（図１６（ａ）のＸ１５－Ｘ１５断面図）、図１６（ｃ）はスタッド３４側
から見たベースプレート３２の側面図、図１６（ｄ）はベースプレート３２の断面図（図
１６（ａ）のＹ２－Ｙ２断面図）、図１６（ｅ）はベースプレート３２の裏面図である。
図１５、図１６に示すように、ベースプレート３２は、ベース本体部３２Ａおよび立ち上
がり部３２Ｂを備えている。図８、図１６を比較するとわかる通り、実施形態４のベース
プレート３２は実施形態２のベースプレート１２と同一である。
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【００６８】
　すなわち、ベース本体部３２Ａには、６本の直線状のガイド溝３２ａと、３つのネジ孔
３２ｈと、アーム取付孔３２ｇが形成されている。アーム取付孔３２ｇにはトレモロアー
ム３９が取り付けられる。また、ベース本体部３２Ａには楔状の縦断面形状の差込片３２
ｆが２つ形成され、差込片３２ｆの先端に円弧状の切り欠き３２ｊが形成されている。ま
た、立ち上がり部３２Ｂには位置調整ネジ係止孔３２ｅが形成されている。
【００６９】
　図１５（ａ）に示すように、ベース本体部３２Ａの表面には６個のサドル３６がユニッ
ト幅方向Ｚ１に配列される。図１６（ａ）に示すように、ベース本体部３２Ａの表面は、
実施形態２と同様に高さの異なる支持面Ｅ２１～Ｅ２５に区画されている。ユニット幅方
向Ｚ１の中央に位置する支持面Ｅ２３が最も高く、ここにサドル３６が２つ載っている。
その両側の支持面Ｅ２２、Ｅ２４は支持面Ｅ２３より一段低く、それぞれサドル３６が１
つずつ載っている。そして、その幅方向外側の支持面Ｅ２１、Ｅ２５は更に一段低く、同
様にサドル３６が１つずつ載っている。後述するように、実施形態４のサドル３６は、第
１サドル３６Ａおよび第２サドル３６Ｂを備える連結部材である。
【００７０】
　図１７（ａ）はブロック３３の平面図、図１７（ｂ）（ｃ）はブロック３３の断面図（
図１７（ａ）のＸ１６－Ｘ１６断面図、Ｘ１７－Ｘ１７断面図）、図１７（ｄ）はブロッ
ク３３の側面図である。この図に示すように、ブロック３３は、実施形態２のブロック１
３（図７参照）と同一形状である。すなわち、ブロック３３には、ベース本体部３２Ａの
ネジ孔３２ｈと重なる３つのネジ孔３３ｂと、ベース本体部３２Ａのガイド溝３２ａと重
なる６つの弦係止孔３３ｃおよび６つの凹部３３ｄと、ベース本体部３２Ａのアーム取付
孔３２ｇと重なるアーム取付孔３３ｆが形成されている。
【００７１】
　図１５（ｃ）に示すように、スタッド３４の上端には頭部３４ａが形成され、頭部３４
ａのすぐ下側の部分の外周面には、全周にわたって窪み３４ｂが形成されている。窪み３
４ｂの断面形状は、実施形態２のスタッド１４Ｂの窪み１４ｅと同じ楔状である。窪み３
４ｂより更に下側の部分は、ネジ部３４ｃとなっている。トレモロユニット３１は、２本
のスタッド３４を備えており、これらはボディ１０１に形成されたネジ孔に螺合されるこ
とで、ボディ１０１にねじ込み固定されている。ベースプレート３２側の２つの差込片３
２ｆを、２本のスタッド３４の窪み３４ｂにそれぞれ差し込み、切り欠き３２ｊに窪み３
４ｂを位置決めすることで、ベースプレート３２がスタッド３４に揺動可能に支持される
。なお、図１５（ａ）にはスタッド３４を１本のみ図示しているが、実際は２本のスタッ
ド３４でベースプレート３２を支持する。
【００７２】
　実施形態４のサドル３６は、第１サドル３６Ａおよび第２サドル３６Ｂと、これらを連
結する支軸３６Ｃを備える。図１８（ａ）は第２サドル３６Ｂの平面図、図１８（ｂ）は
第２サドル３６Ｂの断面図（図１８（ａ）のＸ１８－Ｘ１８断面図）である。また、図１
８（ｃ）は第１サドル３６Ａの平面図、図１８（ｄ）は第１サドル３６Ａの断面図（図１
８（ｃ）のＸ１９－Ｘ１９断面図）である。そして、図１８（ｅ）はサドル３６全体の平
面図である。第１サドル３６Ａの下端面３６ｎ（当接部）は平坦面である。第１サドル３
６Ａは、下端面３６ｎをベース本体部３２Ａの表面に当接させて、ベース本体部３２Ａに
載っている（図１５（ｃ）参照）。第１サドル３６Ａには、支軸３６Ｃを装着する凹部３
６ｋと、ユニット上方（ベース本体部３２Ａと逆の側）に突出する弦掛け部３６ｍが形成
されている。第１サドル３６Ａは、凹部３６ｋに装着される支軸３６Ｃを介して、第２サ
ドル３６Ａを揺動可能に支持している。
【００７３】
　第２サドル３６Ｂは、支軸３６Ｃが挿通される端部を支点として揺動するように取り付
けられている。第２サドル３６Ｂは、第１サドル３６Ａと逆の側に延びる第１腕部３６ａ
を備え、その先端に頭部係止部３６ｇが形成されている。また、頭部係止部３６ｇと第１
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サドル３６Ａとの間には弦通し孔３６ｃおよび弦掛け部３６ｆ（第２の弦掛け部）が形成
されている。弦掛け部３６ｆは、第２サドル３６ｂにおいて支軸３６Ｃが挿通されている
部分の上部であり、その表面は、弦通し孔３６ｃの内面に接続される上向きの湾曲形状で
ある。
【００７４】
　図１９（ａ）はスライダ３５の平面図、図１９（ｂ）はスライダ３５の断面図（図１９
（ａ）のＸ２０－Ｘ２０断面図）、図１９（ｃ）はユニット前後方向Ｚ２に見たスライダ
３５の側面図（ネジ固定部３５ｂと逆の側から見た図）である。実施形態２と同様に、ト
レモロユニット３１は、ユニット幅方向Ｚ１に配列された６個のスライダ３５を備える（
図１５参照）。実施形態４のスライダ３５は、チューニング用ネジ孔３５ｆの位置が実施
形態２よりもネジ固定部３５ｂに近く、また、チューニング用ネジ孔３５ｆの軸線方向Ｌ
２がユニット上下方向Ｚ３に対して所定角度（例えば、１０°）傾いている点を除き、実
施形態１、２のスライダ５、１５と同様に形成されている。
【００７５】
　スライダ３５は、位置調整ネジ３８が螺合されるスライダ側ネジ孔３５ｃを備えており
、位置調整ネジ３８のネジ込み量を調整することで、スライド範囲内の任意の位置に固定
される。一方、スライダ３５は、第２サドル３６Ｂの頭部係止部３６ｇにチューニングネ
ジ３７の頭部を係止し、チューニングネジ３７の先端部をチューニング用ネジ孔３５ｆに
螺合することによって、第２サドル３６Ｂに連結されている。第２サドル３６Ｂの第１腕
部３６ａはチューニング用ネジ孔３５ｆを覆う位置に延びており、チューニング用ネジ孔
３５ｆの軸線方向Ｌ２を向いて見た場合に、頭部係止部３６ｇとスライダ３５のチューニ
ング用ネジ孔３５ｆとが重なるように、スライダ３５と第２サドル３６Ｂが位置決めされ
ている。
【００７６】
　ファインチューニング機構３１Ａにおいて、第２サドル３６Ｂの弦通し孔３６ｃから引
き出された弦Ｓは、第２サドル３６Ｂの弦掛け部３６ｆと、第１サドル３６Ａの弦掛け部
３６ｍの２箇所に掛けられる。第１サドル３６Ａの弦掛け部３６ｍの高さは変化しないた
め弦高は変わらないが、第２サドル３６Ｂに形成された弦掛け部３６ｆの傾きをチューニ
ングネジ３７によって調節することで、弦Ｓのテンションを微調整する。すなわち、第２
サドル３６Ｂは、弦掛け部３６ｆに弦Ｓの圧力が加わると、弦掛け部３６ｆが第１腕部３
６ａと逆の側に押されるため、第１腕部３６ａがベース本体部３２Ａから離れる側に揺動
する。このとき、チューニングネジ３７を介して上方（頭部係止部３６ｇ側）にスライダ
３５が引っ張り上げられるが、実施形態１、２と同様にスライダ３５がアンカーとして機
能するため、第２サドル３６Ｂは、チューニングネジ３７のねじ込み量に応じた傾きにな
る。従って、弦掛け部３６ｆの傾きを調整して弦Ｓのテンションを微調整できる。
【００７７】
　トレモロユニット３１の弦高調整は、上述したように、スタッド３４のねじ込み量を変
えることでベースプレート３２全体の高さを調節し、これによって、６個のサドル３６に
おいて第１サドル３６Ａの弦掛け部３６ｍの高さをまとめて変化させて、６本の弦Ｓの弦
高をまとめて調整することによって行われる。
【００７８】
　以上のように、実施形態４のファインチューニング機構３１Ａは、上記各実施形態と同
様に、弦Ｓを掛けるサドル３６がベースプレート３２に常時押し付けられているため、音
伝達が良好である。また、振動やネジの調整不良によるサドル３６の揺れや傾きが生じに
くく、サドル３６同士の接触や弦Ｓとサドル３６の接触不良によるビビリ音や音伝達不良
が発生しにくい。加えて、チューニングネジ３７および位置調整ネジ３８の２本のネジを
調節するシンプルな構造であるため、テンションの微調整が容易である。更に、サドル３
６（第１サドル３６Ａ、第２サドル３６Ｂ）にはネジ加工を行う必要がない。従って、銀
やセラミックなどのネジ加工が難しい素材を用いることもでき、好みの音色に合わせた様
々な素材でサドル３６を形成できる。よって、従来品では実現困難であったナチュラルな
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音色を実現でき、好みの音色を実現できる。また、シンプルでデザイン性の高い外観を実
現でき、軽量化にも有利である。
【００７９】
　また、実施形態４のファインチューニング機構３１Ａをトレモロユニット３１に用いる
場合、既存のエレキギターのボディ１０１に一切の後加工なく取り付けることができ、汎
用性が高い。また、トレモロ操作時にはスタッド３４の窪み３４ｂに差し込んだ差込片３
２ｆの先端を支点としてベースプレート３２を揺らすことができるため、支点のずれが少
なく、トレモロ操作による音程の狂いを大幅に軽減できる。
【符号の説明】
【００８０】
（実施形態１の符号）
１…トレモロユニット、１Ａ…弦調整機構、２…ベースプレート、２Ａ…ベース本体部、
２Ｂ…立ち上がり部、２ａ…ガイド溝、２ｂ…貫通部、２ｃ…薄肉部（位置規制部）、２
ｄ…段部、２ｅ…位置調整ネジ係止孔、２ｆ…差込片、２ｇ…アーム取付孔、２ｈ…ネジ
孔、３…ブロック、３ａ…端面、３ｂ…ネジ孔、３ｃ…弦係止孔、３ｄ…凹部、３ｅ…側
面、３ｆ…アーム取付孔、３ｇ…コイルばね（付勢部材）、４…ホルダー（支持部材）、
４ａ…厚肉部、４ｂ…薄肉部、４ｃ…固定孔、４ｄ…差込溝、５…スライダ、５ａ…スラ
イダ本体部、５ｂ…ネジ固定部、５ｃ…スライダ側ネジ孔、５ｄ…本体上部、５ｅ…本体
下部、５ｆ…チューニング用ネジ孔、６…サドル、６ａ…第１腕部、６ｂ…第２腕部、６
ｃ…弦通し孔、６ｄ…突出部、６ｅ…先端（当接部）、６ｆ…弦掛け部、６ｇ…頭部係止
部、６ｈ…凹部、７…チューニングネジ（チューニング用固定具）、８…位置調整ネジ（
位置調整用固定具）、９…トレモロアーム、Ｌ…軸線方向
（実施形態２の符号）
１１…トレモロユニット、１１Ａ…弦調整機構、１２…ベースプレート、１２Ａ…ベース
本体部、１２Ｂ…立ち上がり部、１２ａ…ガイド溝、１２ｅ…位置調整ネジ係止孔、１２
ｆ…差込片、１２ｇ…アーム取付孔、１２ｈ…ネジ孔、１２ｊ…切り欠き、１３…ブロッ
ク、１３ｇ…コイルばね（付勢部材）、１３ｆ…アーム取付孔、１４…ホルダー（支持部
材）、１４Ａ…ホルダー本体、１４Ｂ…スタッド、１４ａ…厚肉部、１４ｄ…固定孔、１
４ｅ…窪み、１４ｆ…スタッド取付孔、１４ｇ…凹部、１５…スライダ、１５ｃ…スライ
ダ側ネジ孔、１６、１６（１）～１６（３）…サドル、１６ａ…第１腕部、１６ｂ…第２
腕部、１６ｆ…弦掛け部、１６ｇ…頭部係止部、１６ｈ…凹部、１７…チューニングネジ
（チューニング用固定具）、１８…位置調整ネジ（位置調整用固定具）、１９…トレモロ
アーム、Ｅ１～Ｅ５…支持面
（実施形態３の符号）
２１…ブリッジ、２１Ａ…弦調整機構、２２…ベースプレート、２２Ａ…ベース本体部、
２２Ｂ…立ち上がり部、２２ａ…ガイド溝、２２ｂ、２２ｃ…貫通部、２２ｄ…薄肉部（
位置規制部）、２２ｈ…ネジ孔、２２ｊ…弦係止孔、２３…固定ネジ、２５…スライダ、
２５ａ…スライダ本体部、２５ｂ…連結部、２５ｃ…スライダ側ネジ孔、２５ｆ…チュー
ニング用ネジ孔、２６、２６Ａ、２６Ｂ…サドル、２６ａ…第１腕部、２６ｂ…第２腕部
、２６ｄ…突出部、２６ｅ…先端（当接部）、２６ｆ…弦掛け部、２６ｇ…頭部係止部、
２７…チューニングネジ（チューニング用固定具）、２８…位置調整ネジ（位置調整用固
定具）、Ｅ１１～Ｅ１３…支持面、Ｌ１…軸線方向
（実施形態４の符号）
３１…トレモロユニット、３１Ａ…ファインチューニング機構（弦調整機構）、３２…ベ
ースプレート、３２Ａ…ベース本体部、３２Ｂ…立ち上がり部、３２ａ…ガイド溝、３２
ｅ…位置調整ネジ係止孔、３２ｆ…差込片、３２ｇ…アーム取付孔、３２ｈ…ネジ孔、３
２ｊ…切り欠き、３３…ブロック、３３ｂ…ネジ孔、３３ｃ…弦係止孔、３３ｄ…凹部、
３３ｆ…アーム取付孔、３３ｇ…コイルばね（付勢部材）、３４…スタッド（弦高調整ネ
ジ）、３４ａ…頭部、３４ｂ…窪み、３４ｃ…ネジ部、３５…スライダ、３５ｂ…ネジ固
定部、３５ｃ…スライダ側ネジ孔、３５ｆ…チューニング用ネジ孔、３６…サドル、３６
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Ａ…第１サドル、３６Ｂ…第２サドル、３６Ｃ…支軸、３６ａ…第１腕部、３６ｃ…弦通
し孔、３６ｆ…弦掛け部（第２の弦掛け部）、３６ｇ…頭部係止部、３６ｋ…凹部、３６
ｍ…弦掛け部、３６ｎ…当接面（当接部）、３７…チューニングネジ（チューニング用固
定具）、３８…位置調整ネジ（位置調整用固定具）、３９…トレモロアーム、Ｅ２１～２
５…支持面、Ｌ２…軸線方向
（その他の符号）
１００…エレキギター、１０１、１０１Ａ…ボディ、１０１ａ…凹部、１０１ｂ…コイル
バネ、１０２…ネック、１０３…ペグ、１０４…トレモロユニット、１０５…弦、１０６
…ベース、１０６ａ…ベース本体、１０６ｂ…垂直部、１０７…ブロック、１０７ａ…係
止穴、１０８…サドル、１０８ａ…弦掛け部、１０９…トレモロアーム、１１０…位置調
整ネジ、１１１…弦高調整ネジ、Ｓ…弦、Ｚ１…ユニット幅方向、Ｚ２…ユニット前後方
向、Ｚ３…ユニット上下方向
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