
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気ギターのボディ上面に揺動可能に支持された揺動部と、該揺動部に設けられ弦を保
持する弦保持手段と、
　前記揺動部に対して前記弦の張力に対抗する付勢力を与える付勢力付与手段と、
　その一端が前記揺動部に回動可能に取着された棒状の軸部と、前記軸部の他の一端から
屈曲して延設された把持部とを有し、回動することで前記把持部が前記弦保持手段に保持
されて張弦された前記弦に対向する使用位置と、前記把持部が弦に対向しない待避位置と
に変位可能で、把持部を上下方向に揺動することで前記揺動部を揺動させて前記弦の張力
を変化させるトレモロアームとを備えた電気ギターのトレモロ装置において、
　前記軸部を貫入するために前記揺動部に設けられた保持筒と、

当該保持筒と前記軸部の間に介
在させて前記軸部の端部を当該保持筒に接触させないように

する 弾性体からなる第１の支持部材と、
当該保持筒と前記軸部の間に介在させて前記第１

の支持部材により支持される部分より上方に離間した軸部を前記保持筒に接触させないよ
うに する 弾性体からなる第２の支持部材とを備えたことを特徴とす
るトレモロ装置。
【請求項２】
　前記トレモロアームの軸部先端が前記第１の支持部材と螺合されて支持され、前記トレ
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　前記保持筒の下端部に配置されてその外周に固定され、
当該軸部の先端を回動可能に

支持 筒状の
　前記保持筒の上端部内周に配置され、

回動可能に支持 筒状の



モロアームを させることで当該トレモロアームを上下方向に変位可能な高さ調整手段
として構成されたことを特徴とする請求項１に記載のトレモロ装置。
【請求項３】

【請求項４】
　前記第２の支持部材は前記軸部に環装された環状部材として構成され、

　前記保持筒と螺合されて回動することで上下方向に変位可能なトルク調整ネジを備え、
当該トルク調整ネジを回動することで、前記環状部材を に対し
て挿入する力を変化させることで 前記トレモロア
ームを回動させるトルクを調整する ことを特徴とする

請求項３ に記載のトレモロ装置。
【請求項５】
　前記環状部材は、分割され、若しくは切込み部が形成されていることを特徴とする

請求項４に記載のトレモロ装置。
【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】
請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載のトレモロ装置を備えたことを特徴とする電
気ギター。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、トレモロ装置及びトレモロ装置を備えた電気ギターに係り、詳しくは、操作感
が良好でありながら、高さ調整やトルク調節が容易なトレモロアームを備えたトレモロ装
置及びトレモロ装置を備えた電気ギターに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のトレモロ装置では、揺動部であるベースプレートに金属製の筒状部材を固定し、そ
の内部にトレモロアームの基端を挿入するようなものがあった。このような構成のトレモ
ロ装置では、トレモロアームは回動可能となり演奏中に弦と対向する位置にトレモロアー
ムの把持部を回動させて弦を弾きながら弦の張力を変化させることができた。また、使用
しない場合は、トレモロアームが自重で把持部が下方に回動し弦を弾くのに邪魔にならな
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回転

　前記第２の支持部材は前記軸部に環装された環状部材として構成されるとともに下方に
行くに従って外径が小さく形成され、
前記保持筒は、前記軸部と前記保持筒との間隙において、当該第２の支持部材を収容する
第２の支持部材収容部を備え、
　前記保持筒と螺合されて回動することで上下方向に変位可能なトルク調整ネジを備え、
当該トルク調整ネジを回動することで、前記環状部材を前記第２の支持部材収容部に対し
て挿入する力を変化させることで前記軸部に対する前記第２の支持部材の摩擦力を変化さ
せ前記トレモロアームを回動させるトルクを調整するトルク調整手段として構成されたこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のトレモロ装置。

前記保持筒は、
前記軸部と前記保持筒との間隙において、当該第２の支持部材を収容する第２の支持部材
収容部を備えるとともに、当該第２の支持部材収容部は、下方に行くに従って内径が小さ
く形成され、

前記第２の支持部材収容部
前記第２の支持部材の摩擦力を変化させ

トルク調整手段として構成された 請
求項１乃至 のいずれか１項

請求
項３又は

　前記トルク調整ネジの内部の上端部は内径が絞られて、前記環状部材の上部の外径より
は小さく、かつトレモロアームの軸部の外径よりは大きな内径となった押圧部が形成され
前記環状部材の上面周縁部を押圧可能に形成されていることを特徴とする請求項３乃至請
求項５のいずれか１項に記載のトレモロ装置。

　前記第１の支持部材若しくは前記第２の支持部材の少なくとも一方が、樹脂若しくはゴ
ムから構成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のト
レモロ装置。



い位置に変位できた。しかし、この構成では、トレモロアームを単に筒状部材に挿入して
いるだけであるのでトレモロアームの高さが調整できないことや、トレモロアームの把持
部を弦に対向する位置に留め置くことができない。また、トレモロアーム自体が脱落する
ようなこともあった。そこで、トレモロアームの基端部にネジを刻設して、ベースプレー
トに設けた筒状部材に螺入し高さを調節するようなものがあった。また、トレモロアーム
の基端部を底面方向或いは側面方向からバネなどで押圧してトレモロアームの回動に摩擦
抵抗を与えるようなものがあった（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００３－００５７５１
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のネジを刻設したトレモロアームでは、ネジを用いてトレモロアーム
の高さは調節できるが、金属製の筒状部材を用いているため、トレモロアームを回動させ
るためには、所定の間隙が必要である。また、トレモロアームを操作する場合はその基端
部に大きな力が加わる。このためトレモロアームを回動させる際のトルクが調節できない
ばかりか、この間隙に由来してトレモロアームを操作した場合に、がたつきによる金属同
士の干渉が生じ衝撃や異音などにより操作感が低下するという問題があった。また、ばね
等でトレモロアームの基端部を押圧するものは、その摩擦力でトレモロアームを回動させ
て任意の位置に停止させることはできるが、トレモロアームを操作する場合にやはりがた
つきによる金属同士の干渉が生じ衝撃や異音により操作感が低下するという問題があった
。
【０００５】
上記課題を解決するため、本発明は、操作感のよいトレモロ装置を提供することを目的と
する。また、併せて、高さ調整やトルク調節が簡単にでき、トレモロアームの脱落のない
トレモロ装置を提供することも目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係るトレモロ装置では、電気ギターのボディ上面に揺動可能に支持された揺
動部と、該揺動部に設けられ弦を保持する弦保持手段と、前記揺動部に対して前記弦の張
力に対抗する付勢力を与える付勢力付与手段と、その一端が前記揺動部に回動可能に取着
された棒状の軸部と、前記軸部の他の一端から屈曲して延設された把持部とを有し、回動
することで前記把持部が前記弦保持手段に保持されて張弦された前記弦に対向する使用位
置と、前記把持部が弦に対向しない待避位置とに変位可能で、把持部を上下方向に揺動す
ることで前記揺動部を揺動させて前記弦の張力を変化させるトレモロアームとを備えた電
気ギターのトレモロ装置において、前記軸部を貫入するために前記揺動部に設けられた保
持筒と、 当該保持筒と前記軸部の
間に介在させて前記軸部の端部を当該保持筒に接触させないように

する 弾性体からなる第１の支持部材と、
当該保持筒と前記軸部の間に介在させて前記第１の支持部材により支持される部分

より上方に離間した軸部を前記保持筒に接触させないように する 弾
性体からなる第２の支持部材とを備えたことを要旨とする。
【０００７】
　請求項２に係るトレモロ装置では、請求項１に記載のトレモロ装置の構成に加え、前記
トレモロアームの軸部先端が前記第１の支持部材と螺合されて支持され、前記トレモロア
ームを させることで当該トレモロアームを上下方向に変位可能な高さ調整手段として
構成されたことを要旨とする。
【０００８】
　請求項３に係るトレモロ装置では、請求項１又は請求項２に記載のトレモロ装置の構成
に加え、
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前記保持筒の下端部に配置されてその外周に固定され、
当該軸部の先端を回動

可能に支持 筒状の 前記保持筒の上端部内周に配置
され、

回動可能に支持 筒状の

回転

前記第２の支持部材は前記軸部に環装された環状部材として構成されるとともに



ことを要旨とする
。
【０００９】
　請求項４に係るトレモロ装置では、 請求項３ に記載のトレ
モロ装置の構成に加え、前記第２の支持部材は前記軸部に環装された環状部材として構成
され、

前記保持筒と螺合されて回動することで上下方向に変
位可能なトルク調整ネジを備え、当該トルク調整ネジを回動することで、前記環状部材を

に対して挿入する力を変化させることで
前記トレモロアームを回動させるトルクを調整する

ことを要旨とする。
【００１０】
　請求項５に係るトレモロ装置では 請求項４に記載のトレモロ装置の構成に
加え、前記環状部材は、分割され、若しくは切込み部が形成されていることを要旨とする
。
【００１１】
　請求項６に係るトレモロ装置では、請求項 乃至請求項５のいずれか１項に記載のトレ
モロ装置の構成に加え、

ことを要旨
とする。
【００１２】
　請求項７に係るトレモロ装置では、請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のトレ
モロ装置の構成に加え

ことを要旨とする。
【００１３】
請求項８に記載の電気ギターは、請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載のトレモロ
装置を備えたことを要旨とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化したトレモロ装置を備えた電気ギターの一実施形態を図１～図８に
従って説明する。
【００１５】
図１は、電気ギター１１全体を上面側から見た図である。本願においては、図１の紙面手
前側を電気ギター１１の上方、紙面上側を前方、紙面右側を右方とする。
【００１６】
電気ギター１１は、ソリッドタイプのボディ１２と、ボディ１２から前方に延設されたネ
ック１３を備える。ネック１３前端に設けられたヘッド部１４には、弦１５を巻き取る６
本の弦柱１６が垂直な軸線で回動可能に突設されている。それぞれの弦柱１６の背面には
図示しないギヤ機構を有し、かつヘッド部１４から水平に突設された糸巻き１７が備えら
れ、糸巻き１７の回動に伴って弦柱１６が回動されるようになっている。この弦柱１６、
ギヤ機構、糸巻き１７によりそれぞれの弦１５のピッチ（張力）が調整されて張弦される
。又、ネック１３の先端部に設けたナット１８には弦１５が第１臨界接触されている。さ
らに、弦１５を上方から押さえ部材で押さえ、その上からボルトでナット１８に締め付け
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下方に行くに従って外径が小さく形成され、前記保持筒は、前記軸部と前記保持筒との間
隙において、当該第２の支持部材を収容する第２の支持部材収容部を備え、前記保持筒と
螺合されて回動することで上下方向に変位可能なトルク調整ネジを備え、当該トルク調整
ネジを回動することで、前記環状部材を前記第２の支持部材収容部に対して挿入する力を
変化させることで前記軸部に対する前記第２の支持部材の摩擦力を変化させ前記トレモロ
アームを回動させるトルクを調整するトルク調整手段として構成された

請求項１乃至 のいずれか１項

前記保持筒は、前記軸部と前記保持筒との間隙において、当該第２の支持部材を収
容する第２の支持部材収容部を備えるとともに、当該第２の支持部材収容部は、下方に行
くに従って内径が小さく形成され、

前記第２の支持部材収容部 前記第２の支持部材の
摩擦力を変化させ トルク調整手段とし
て構成された

請求項３又は

３
前記トルク調整ネジの内部の上端部は内径が絞られて、前記環状

部材の上部の外径よりは小さく、かつトレモロアームの軸部の外径よりは大きな内径とな
った押圧部が形成され前記環状部材の上面周縁部を押圧可能に形成されている

前記第１の支持部材若しくは前記第２の支持部材の少なくとも一方
が、樹脂若しくはゴムから構成されている



て固定する、いわゆるロッキングナットの構成としている。
【００１７】
ボディ１２には中央やや後方側に、トレモロ装置２１が配設されている。トレモロ装置２
１は、弦保持手段であるブリッジサドル２４により弦１５を保持している。そして、ナッ
ト１８で第１臨界接触し、トレモロ装置２１で第２臨界接触された６本の弦１５は、所定
の張力で相互に略平行に張架される。ボディ１２には弦の振動を検出し、電気信号に変換
するピックアップが配置されている。このピックアップに生じた電気信号は、シールドケ
ーブル（図示略）を介して外部のアンプリファイアーで増幅されて音声に変換される。
【００１８】
次に、トレモロ装置２１の概略構成を分解斜視図の図２により説明する。このトレモロ装
置２１は、ボディに対しヒンジ機構２２により揺動可能に装着されるベースプレート２３
と、ベースプレート２３の上面に装着され、かつ各弦１５を支持するためのブリッジサド
ル２４とを備えている。又、ベースプレート２３下部には、ベースプレート２３に弦１５
の張力に対抗する付勢力を付与するため本発明の付勢力付与手段に相当する付勢力付与機
構２５を備える。さらに、ベースプレート２３に設けられ、ベースプレート２３をヒンジ
機構２２を中心に揺動させるトレモロ操作機構５０を備えている。
【００１９】
以下各機構について順次説明する。ヒンジ機構２２は、図２，６に示すようにスタッドボ
ルト３１により、ボディ１２に装着されるブラケット２８と、このブラケット２８の先端
部に左右方向に水平配置された軸２９を介して連結したベアリング３０とを備えている。
このベアリング３０はベースプレート２３の左右両側に一体形成した軸受２７の収容孔２
７ａに嵌入される。本実施形態ではこのヒンジ機構２２に揺動可能に支持されたベースプ
レート２３が本発明の揺動部に相当する。
【００２０】
図３のトレモロ装置２１の部分断面図に示すように、ブリッジサドル２４を構成するサド
ル保持部材３５は、その先端部にスロット３５ａを備えている。このスロット３５ａを通
して下方に挿通した固定ボルト３６をベースプレート２３に設けたネジ孔２３ａに螺合す
ることによりベースプレート２３上面の所定位置にサドル保持部材３５が固定されている
。サドル保持部材３５には軸受３５ｂが一体に形成され、この軸受３５ｂにはサドル３７
の先端部がピン３８により上下方向への回動が可能なように連結されている。サドル３７
の上面にはクランプパッド３９が支持され、弦固定用ボルト４０によってサドル３７に向
かって締め付け固定されている。この実施形態ではクランプパッド３９及び弦固定用ボル
ト４０により弦保持手段を構成している。サドル３７にはネジ孔３７ａが形成され、クラ
ンプパッド３９に貫通された弦固定用ボルト４０を螺合するようになっている。サドル３
７の前端部には第２臨界接触点Ｚを形成する弦受け部３７ｂが設けられている。
【００２１】
クランプパッド３９はサドル３７の挟着面３７ｃとの間で弦１５を挟着する保持部３９ａ
と、サドル３７の支持面３７ｄに当接される支点３９ｂとを備えている。クランプパッド
３９には弦固定用ボルト４０を緩く貫通する貫通孔３９ｃが設けられている。貫通孔３９
ｃは保持部３９ａと支点３９ｂとの間に形成されている。クランプパッド３９の保持部３
９ａとサドル３７に設けた挟着面３７ｃとの間に弦１５のボールエンドを除去した端部が
挟着されている。クランプパッド３９とサドル３７との間には、クランプパッド３９を上
方に付勢する弾性体としてのバネ４１が設けられている。このバネ４１は弦固定用ボルト
４０に環装されたコイル状の圧縮バネである。
【００２２】
サドル３７の後端部にはスロット３７ｅが形成されている。スロット３７ｅにはファイン
チューニングボルト４２のネジ部４２ａが下方に向って挿通され、上端部に設けた頭部４
２ｂがスロット３７ｅの上端縁に係止されている。ベースプレート２３の後端部下面には
取付板４３がビス４４によって取り付けられている。この取付板４３にはファインチュー
ニングボルト４２のネジ部４２ａを螺合するネジ孔４３ａが形成されている。ベースプレ
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ート２３にはファインチューニングボルト４２のロッド部４２ｃの外周面を案内する案内
孔２３ｂが形成されている。又、板バネ４７を上方に導く貫通孔２３ｃが形成されている
。
【００２３】
図４に示すようにサドル保持部材３５のスロット３５ａはサドル保持部材３５の中心から
その幅方向に所定距離Ｌだけオフセットされている。なお、サドル保持部材３５の軸受３
５ｂと軸受３５ｅの間の上面左右両側には、突条が一体に形成されている（図２参照）。
サドル３７の下面の左右両側部はサドル保持部材３５の前記両突条に支持されるように段
差部が切欠き形成されている。またサドル保持部材３５の後端部にネジ孔３５ｆを有する
軸受３５ｅを設け、ハーモニック調弦ボルト４９をネジ孔３５ｆに螺合した。そのネジ部
４９ａの先端をファインチューニングボルト４２のロッド部４２ｃの外周面に当接するよ
うにした。又、前記ハーモニック調弦ボルト４９の操作部４９ｂをボディ１２の上面より
も上方に配置した。このため、弦１５を調弦状態に保持したまま操作部４９ｂを回動して
サドル保持部材３５及びサドル３７等を前後方向に移動することができる。
【００２４】
次に、付勢力付与機構２５について説明する。図２に示すようにベースプレート２３の下
面にはトレモロブロック４５がボルト４６によって固定されている。ベースプレート２３
の下面とトレモロブロック４５の上面との間には板バネ４７が締め付け固定され、図３に
示すようにその先端部がベースプレート２３の貫通孔２３ｃを通してサドル３７の下面に
押圧されている。これによりスロット３７ｅの上面がファインチューニングボルト４２の
頭部４２ｂに押し付けられ、振動によるノイズを防止する。又、スロット３７ｅのファイ
ンチューニングボルト４２への追従性を向上させている。トレモロブロック４５の下面に
はバネ４８の一端部が係止されている。バネ４８の他端部はブラケット１９に係止されて
いる。このブラケット１９は、ボディ１２の所定位置にネジ２０，２０で固定されバネ４
８に張力を付与している。そして、両バネ４８によってトレモロブロック４５を図２にお
いて時計回り方向に回動するように付勢している。そのため、ベースプレート２３が軸２
９を中心に同方向に回動するように付勢される。その結果、ブリッジサドル２４に装着し
た各弦１５の張力と、付勢力付与機構２５による付勢力の均衡がとれ、ベースプレート２
３は、略水平な位置に維持されるようになっている。
【００２５】
続いて、本発明の特徴であるトレモロ操作機構５０について詳細に説明する。ここで図５
は、トレモロ操作機構５０を構成する各部品の分解断面図である。このトレモロ操作機構
５０は、トレモロアーム５１、トルク調整ネジ５２、樹脂ブッシュ５３、アームソケット
５４、アームソケット用ナット５５，アーム受け樹脂ナット５６とから構成されている。
【００２６】
アームソケット５４は、全体が概ね円筒状の樹脂部材または金属部材で中央部付近には平
坦な円筒面５４ａが環状に形成され、その上部には外側方向につば状に突設されたフラン
ジ５４ｂが形成されている。このアームソケット５４が、本発明の保持筒に対応する。円
筒面５４ａには、対向する２カ所の平行な平面部が垂直に設けられ、ベースプレート２３
のアームソケット固定孔２６の小判状の孔に対応し、アームソケット用ナット５５を締め
付ける場合、アームソケット５４の回転を規制する。フランジ５４ｂの上方のアームソケ
ット５４の外周面には、上部雄ネジ５４ｃが刻設されている。また、円筒面５４ａの下方
には、同様に下部雄ネジ５４ｄが刻設されている。内部は、トレモロアーム５１の軸部５
１ａの外径より大きな内径の円柱状の空間に形成された貫通孔５４ｅが開口されている。
貫通孔５４ｅの上部端縁部には、他の部分より内径の大きな円柱状の空間である樹脂ブッ
シュ収容部５４ｆが形成されている。樹脂ブッシュ収容部５４ｆの下部は傾斜面が設けら
れ内径が下方に行く比例して小さくなっており、下端では貫通孔５４ｅの内径と同じとな
っている。また樹脂ブッシュ収容部５４ｆには、切り欠き５４ｇが１カ所形成される。こ
の切り欠き５４ｇは上端部から垂直に樹脂ブッシュ収容部５４ｆの下端近傍まで設けられ
る。幅は、樹脂ブッシュ５３の回り止め５３ｂ（図８（ａ）参照）の幅に合わせられてお
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り、この回り止め５３ｂと係合して樹脂ブッシュ５３の回転を規制するものである。
【００２７】
このアームソケット５４は、図２、図６に示すようにベースプレート２３の右側の軸受２
７の後方に穿設されたアームソケット固定孔２６に上方から挿入される。このアームソケ
ット固定孔２６に挿入されたアームソケット５４は、フランジ５４ｂの下面がベースプレ
ート２３の上面に当接した状態で保持される。この状態で、薄型の六角ナットからなるア
ームソケット用ナット５５が下部雄ネジ５４ｄに螺合され、このアームソケット用ナット
５５の上面がベースプレート２３の下面に当接して固定される。そのため、フランジ５４
ｂとアームソケット用ナット５５によりベースプレート２３が強固に固定される。ベース
プレート２３、アームソケット用ナット５５は、いずれもステンレススチール等の金属で
構成される。また、アームソケット５４は、ポリアミド、ポリアセタール、ポリエチレン
テレフタレートなどのエンジニアリングプラスチックス製の高強度の材質で形成される。
或いは、ステンレススチール等の金属で構成される。このため、アームソケット５４は高
強度であり、アームソケット５４とベースプレート２３とは一体に揺動する。なお、アー
ムソケット５４が樹脂製の場合は、弾性を有するのでトレモロアーム５１の操作感が向上
する。
【００２８】
図８（ａ）は、本実施形態の樹脂ブッシュ５３の斜視図である。樹脂ブッシュ５３は、本
発明の弾性体からなる第２の支持部材の環状部材に相当する。樹脂ブッシュ５３は、上下
両端の開放した略円筒形に形成されている。そして、全体の内径は同一であるが、外径は
下端部において下方に行くに比例して細くなり、垂直に対して例えば４５°程度の傾斜有
したテーパ部５３ａを形成している。また、上端部に外側に向かって回り止め５３ｂが突
設されている。この回り止め５３ｂは、樹脂ブッシュ収容部５４ｆに設けられた切り欠き
５４ｇに係止されて樹脂ブッシュ５３の回転が規制される。また、回り止め５３ｂの反対
側には、すり割り部５３ｃが設けられており、周囲から押圧されることで内側に撓み、内
径が小さくなるように構成されている。材質は、実施形態では、ナイロン６（登録商標）
などのポリアミド樹脂が、弾性、滑り、耐摩耗性に点で好ましいことから採用されている
。もちろん操作感や、耐久性、コスト等の点から種々の弾性体を用いることができる。本
発明でいう弾性体とは、金属のように干渉して当接したときに衝撃が生じ異音が生じるよ
うなものは含まないが、干渉して当接したときに衝撃を吸収できる程度の弾力を有するも
のは含まれる。従って、ゴムやスポンジのような軟質のものに限定されず、比較的硬質な
樹脂なども使用できる。樹脂ブッシュ５３は、その下部を、アームソケット５４の上端部
に設けられた樹脂ブッシュ収容部５４ｆに嵌入される。このときテーパ部５３ａを含む樹
脂ブッシュ５３の外部の形状と、樹脂ブッシュ収容部５４ｆの内部の形状が略一致するよ
うにそれぞれの形状が形成されている。
【００２９】
トルク調整ネジ５２は、図５に示すように、上下両端の開放した略円筒形に形成されてい
る。そして、その内部にはアームソケット５４の上部雄ネジ５４ｃと螺合する雌ネジ５２
ａが刻設されている。また、上端部は内径が絞られて、樹脂ブッシュ５３の上部の外径よ
りは小さく、かつトレモロアーム５１の軸部５１ａの外径よりは大きな内径となった押圧
部５２ｂが形成されている。また、外周面５２ｃには、滑り止めの溝が刻設されている。
【００３０】
アーム受け樹脂ナット５６は、図５に示すように、その上部の内面にはアームソケット５
４の下部雄ネジ５４ｄと螺合可能な雌ネジが刻設されたアームソケット螺合部５６ａを備
える。このアーム受け樹脂ナット５６が本発明の第１の支持部材に対応する。また、その
下部の内面には、トレモロアーム５１の雄ネジ部５１ｃと螺合可能な雌ネジが刻設された
トレモロアーム螺合部５６ｂを備える。雄ネジ部５１ｃに対してトレモロアーム螺合部５
６ｂは、ガタ無くしっくりと螺合するようになっている。このため、アーム受け樹脂ナッ
ト５６が樹脂製であることと相俟って、トレモロ操作時のがたつきをなくすとともに、ト
レモロアーム５１の回動時のトルクを付与することができる。外周面５６ｃは、基本的に
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アームソケット螺合部５６ａの内径とトレモロアーム螺合部５６ｂの内径に応じた２つの
異なる外径の円筒面から構成される。ただし、トレモロアーム５１からの応力に耐えるよ
うに、トレモロアーム螺合部５６ｂの上部はアームソケット螺合部５６ａの外径と同じ太
い外径となっており、肉厚部５６ｄが形成されている。
【００３１】
図７は、組み付けられたトレモロ操作機構５０の断面図を示す。以下、図５、図７を参照
してトレモロ操作機構５０の組み付けと操作を説明する。上述のように、ベースプレート
２３にアームソケット５４をアームソケット用ナット５５で固定した後、樹脂ブッシュ５
３をアームソケット５４の樹脂ブッシュ収容部５４ｆに嵌入する。このとき、樹脂ブッシ
ュ５３のテーパ部５３ａを下にして、回り止め５３ｂを切り欠き５４ｇに上方から挿入す
る。次に、トルク調整ネジ５２をアームソケット５４の上部雄ネジ５４ｃに軽く螺合させ
る。一方、アームソケット５４の下部雄ネジ５４ｄにアーム受け樹脂ナット５６のアーム
ソケット螺合部５６ａを螺合して締め付ける。
【００３２】
そして、トレモロアーム５１の軸部５１ａをトルク調整ネジ５２の上部の開口部を介して
樹脂ブッシュ５３に挿入する。トレモロアーム５１の雄ネジ部５１ｃがトレモロアーム螺
合部５６ｂの上端縁に当接したら、トレモロアーム５１の軸部５１ａを中心に上方から見
て時計回りに回転させる。そうすると、トレモロアーム５１は、螺合しながら回転に応じ
て下方に変位していく。トレモロアーム５１が所望の高さになったら、トルク調整ネジ５
２の外周面５２ｃを締め付ける。この締め付けに応じて、トルク調整ネジ５２は下方に変
位し、押圧部５２ｂが樹脂ブッシュ５３に当接し押圧していく。上方から押圧された樹脂
ブッシュ５３は、テーパ部５３ａが、樹脂ブッシュ収容部５４ｆの下端部の斜面に押しつ
けられる。樹脂ブッシュ収容部５４ｆの下端部の斜面に押しつけられたテーパ部５３ａは
、この斜面に沿って内側に撓み、トレモロアーム５１の軸部５１ａに押しつけられ、樹脂
ブッシュ５３と軸部５１ａとの摩擦力が大きくなる。そのため、トレモロアーム５１を回
動させるのに必要なトルクが大きくなる。そうすると、演奏時に右側を下に向けて電気ギ
ター１１を構えたとき、トルクが小さければ把持部５１ｂを持ち上げてブリッジサドル２
４に保持されて張弦された弦１５に対向する使用位置にしても、手を離せば重力により把
持部５１ｂが自然に下方に回動して把持部５１ｂが弦１５に対向しない待避位置に回動す
る。一方、トルクを大きくしたときには、例えば、使用位置に把持部５１ｂを留め置くこ
とができる。
【００３３】
また、トレモロ操作をする場合は、トレモロアーム５１の把持部５１ｂを、使用位置に回
動させ、弦１５を弾いた後、把持部５１ｂを上方（ボディ１２から離れる方向）または下
方（ボディ１２に近づける方向）に変位させれば、弦の張力を増減させることができる。
【００３４】
次に、前記のように構成したトレモロ装置２１についてその効果を構成と共に列記する。
（１）前記実施形態では、トレモロ装置２１では、第１の支持部材であるアーム受け樹脂
ナット５６及び第２の支持部材である樹脂ブッシュ５３によりトレモロアーム５１が支持
され、トレモロアーム５１は保持筒であるアームソケット５４に接触しない。そのため、
トレモロアーム５１がアームソケット５４に接触することによる衝撃や異音が生じること
がなく、トレモロアーム５１の操作感が向上するという効果がある。
【００３５】
（２）前記実施形態では、高さ調整手段であるアーム受け樹脂ナット５６のトレモロアー
ム螺合部５６ｂと、これと螺合可能なトレモロアーム５１の雄ネジ部５１ｃとを備えるた
め、演奏者はトレモロアーム５１を回動させることでトレモロアーム５１の高さを所望の
高さに調節することができるという効果がある。
【００３６】
（３）前記実施形態では、トルク調整手段を構成するアームソケット５４と、ここに嵌入
される樹脂ブッシュ５３と、アームソケット５４に螺合して樹脂ブッシュ５３を上部から
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押圧するトルク調整ネジ５２を備える。そのため、演奏者は、トルク調整ネジ５２を回動
するだけでトレモロアーム５１を回動させるトルクを所望の値に調整することができると
いう効果がある。
【００３７】
（４）前記実施形態では、樹脂ブッシュ５３及びアーム受け樹脂ナット５６がポリアミド
系樹脂で構成されているため、トレモロアーム５１とアームソケット５４との間を好適に
緩衝しつつ支持することができる。また、適度に弾性変形しトレモロアーム５１の回動に
十分なトルクを与えつつ円滑に操作することができるという効果がある。
【００３８】
なお、前記実施形態は以下のように変更して具体化することもできる。
○　本実施形態では、図８（ａ）に示す樹脂ブッシュ５３は、ナイロン６（登録商標）な
どのポリアミド系樹脂を使用しているが、そのほかにも硬質のゴムや、ポリプロピレン等
など種々の材料を使用することができる。
【００３９】
○　また、形状も図８（ｂ）に示す樹脂ブッシュ１５３のような単純な円筒形とすれば低
コストで生産することができる。また、図８（ｃ）に示す樹脂ブッシュ２５３のような切
れ込みを入れて撓み易く構成してもよい。この切れ込みが本発明の切込み部に相当する。
さらに、図８（ｄ）に示す樹脂ブッシュ３５３のような全体を分割して構成してもよい。
この図８（ｄ）ブッシュ１８が本発明の分割された環状部材に相当する。
【００４０】
○　本実施形態では、揺動体として、ベースプレート２３を例に示したが、揺動体として
ベースプレート２３に代えて、全体を左右方向に軸心を配置した円柱状として、ここから
前方にレバーを延設し、このレバーにトレモロ操作機構５０を設けたものでもよい。この
揺動体は、両側に配置された軸により揺動可能に支持される。この場合は、付勢力付与機
構２５に代えて、レバーとボディ１２の間に圧縮コイルバネを挿入して、付勢力付与手段
を構成する。弦保持手段は、円柱状の揺動体に設けられており、ボディ１２上に直接配置
されたサドルにより第２臨界接触する。弦保持手段は、円柱状の揺動体に穿設された孔に
弦１５を通し、ボールエンドで固定するようなものでもよい。
【００４１】
○　さらに、揺動体の形状は特に限定されないが、円柱状に代えて、長方形の板状などに
してもよい。この場合は、板面の長手方向を左右方向に配置して長手方向と直交する方向
を垂直に配置する。下端は、ボディ１２に対してヒンジなどで、揺動可能に支持される。
レバーは上端に右方に延設され、トレモロ操作機構５０が配置される。弦保持手段は板状
の揺動体に穿設された孔により構成される。
【００４２】
○　なお、本発明は実施例に限定されず、当業者により特許請求の範囲を逸脱しない限り
種々変更、改良して実施することができることはいうまでもない。
【００４３】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明のトレモロ装置及びトレモロ装置を備えた電気ギターでは、
トレモロ操作の操作感がよく、トレモロアームの高さ調整やトルク調節が簡単にでき、ト
レモロアームの脱落のないという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　電気ギター１１全体を平面図。
【図２】　トレモロ装置２１の分解斜視図。
【図３】　トレモロ装置２１の部分断面図。
【図４】　ブリッジサドル２４の平面図。
【図５】　トレモロ操作機構５０の分解断面図。
【図６】　トレモロ操作機構５０の右側面図。
【図７】　トレモロ操作機構５０の断面図。
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【図８】
（ａ）本実施形態の樹脂ブッシュ５３の斜視図。
（ｂ）樹脂ブッシュ５３の変形例である樹脂ブッシュ１５３の斜視図。
（ｃ）樹脂ブッシュ５３の変形例である樹脂ブッシュ２５３の斜視図。
（ｄ）樹脂ブッシュ５３の変形例である樹脂ブッシュ３５３の斜視図。
【符号の説明】
１１…電気ギター、１２…ボディ、１５…弦、２１…トレモロ装置、２３…ベースプレー
ト、２４…弦保持手段としてのブリッジサドル、２５…付勢力付与手段としての付勢力付
与機構、３５…サドル保持部材、３７…サドル、４２…ファインチューニングボルト、４
９…ハーモニック調弦ボルト、５０…トレモロ操作機構、５１…トレモロアーム、５２…
トルク調整ネジ、５３…樹脂ブッシュ、５４…アームソケット、５５…アームソケット用
ナット、５６…アーム受け樹脂ナット
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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