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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
弦楽器の楽器本体において複数本の弦を振動可能に支持する弦楽器用ブリッジであって、
当該弦楽器用ブリッジは、
前記弦楽器における楽器本体の表面に配設される複数のユニットベースと、
当該ユニットベース上に設けられ、且つ前記弦を支持する臨界接触点が形成されるサド
ルと、
前記楽器本体に固定され、且つ前記ユニットベースが前記楽器本体の表面に沿って回動
可能に支持される支持軸とを備え、
前記臨界接触点は、前記支持軸を中心に前記ユニットベースを回動させた場合に、前記
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弦の張弦方向と交差する方向に変位されること
を特徴とする弦楽器用ブリッジ。
【請求項２】
前記ユニットベースには、前記支持軸と異なる位置で、当該ユニットベースが回動された
位置を固定する傾き固定手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の弦楽器用ブリッ
ジ。
【請求項３】
前記支持軸から前記傾き固定手段までの張弦方向に沿った距離より、前記支持軸から前記
サドルまでの張弦方向に沿った距離の方が短いことを特徴とする請求項２に記載の弦楽器
用ブリッジ。
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【請求項４】
前記サドルは、前記弦の張弦方向に沿って前記支持軸よりも弦楽器のナット側に配置され
たことを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の弦楽器用ブリッジ。
【請求項５】
前記傾き固定手段は、前記弦の張弦方向に沿って前記支持軸よりも弦楽器のナット側に配
置されたことを特徴とする請求項２〜請求項４のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリ
ッジ。
【請求項６】
前記ユニットベースには、指先で操作可能な指掛け部が設けられたことを特徴とする請求
項２〜請求項５のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジ。
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【請求項７】
前記支持軸から前記指掛け部までの張弦方向に沿った距離より、前記支持軸から前記サド
ルまでの張弦方向に沿った距離の方が短いことを特徴とする請求項６に記載の弦楽器用ブ
リッジ。
【請求項８】
前記支持軸は、前記ユニットベースの前記弦の張弦方向におけるナット側と反対側の一端
側に設けられたことを特徴とする請求項２〜請求項７のうちいずれか一項に記載の弦楽器
用ブリッジ。
【請求項９】
前記傾き固定手段は、前記ユニットベースに穿設された前記支持軸を中心とする弧状の長
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孔と、前記長孔に挿入された場合に、頭部でユニットベースを押圧して該ユニットベース
の傾きを固定する有頭ねじ部材とを備えて構成されたことを特徴とする請求項２〜請求項
８のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジ。
【請求項１０】
前記ユニットベースには、前記弦の一端部を保持する弦保持手段が設けられたことを特徴
とする請求項１〜請求項９のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジ。
【請求項１１】
前記弦は、前記サドルで振動可能に支持され、その一端部が前記楽器本体で保持されるこ
とを特徴とする請求項１〜請求項９のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジ。
【請求項１２】
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前記サドルには、前記弦の一端部を保持する弦保持手段が設けられたことを特徴とする請
求項１〜請求項９のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジ。
【請求項１３】
前記ユニットベースには、前記弦の張弦方向に沿った案内部が形成されており、前記サド
ルは前記案内部に案内されて前記張弦方向に移動自在に形成されたことを特徴とする請求
項１〜請求項１２のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジ。
【請求項１４】
前記サドルは、前記ユニットベースに対して接離方向に移動自在に形成されたことを特徴
とする請求項１〜請求項１３のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジ。
【請求項１５】
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ナットをロックしたロッキングナットを備えた弦楽器において前記ユニットベースにブリ
ッジ側のみで弦高や弦長を変えることなく張力のみを微調整してブリッジにおける張力の
微調整を行うファインチューニング手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１〜請求
項１４のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジ。
【請求項１６】
請求項１〜請求項１５のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブリッジを備えたことを特徴
とする弦楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、弦楽器における各弦の間隔を調節する調節機構を有する弦楽器用ブリッジ、
及び該弦楽器用ブリッジを備えた弦楽器に関する。
【背景技術】
【０００２】
ブリッジを備えた弦楽器、例えば、電気ギターは、楽器本体（ボディ）と棹（ネック）
とを備え、棹の先端側には頭部（ヘッド）が形成されている。電気ギターでは、各弦の一
端側が楽器本体上に配置されたテイルピースに固定されるが、ブリッジがテイルピースを
兼ねているタイプも多い。一方、電気ギターでは、各弦の他端側が棹の頭部に突設された
糸巻き（ペグ）に各別に巻き付けられ張力（テンション）を調節可能に固定されている。
そして、棹にはナットが設けられており、このナットにより第１の臨界接触点が形成され
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る。また、ブリッジにはサドルが設けられており、このブリッジのサドルにより第２の臨
界接触点が形成される。そして、２つの臨界接触点の間で弦が振動可能に支持され、演奏
が行われることになる。ここで、ブリッジは、弦と指板（フィンガーボード）やピックア
ップとの間の弦高調整をしたり、各弦の張弦方向（弦の張設方向）に各サドルを移動して
弦長調整したりする機能を備えているものがある。また、さらに、演奏者の好みにより各
弦間の間隔を調整したりできるようなものもある。このような各弦間の間隔を調整可能な
ブリッジとしては、例えば、特許文献１に記載されたようなブリッジが提案されている。
【０００３】
図１４に示すように、特許文献１に記載のブリッジ１００は、ブリッジベース１０１を
備えており、このブリッジベース１０１の演奏する面側（以下、この説明で「上面側」と
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する。）には、弦１０２の張弦方向にスライド移動可能な第１スライド部１０３が設けら
れている。また、第１スライド部１０３の上面側には第２スライド部１０４が設けられて
おり、この第２スライド部１０４は、第１スライド部１０３の上面側に形成されたレール
状の突部１０３ａに沿って各弦張方向と直交する方向にスライド移動するようになってい
る。この第２スライド部１０４の頂部は、サドルとして弦１０２を各別に支持するように
なっている。この場合において、サドルにがたつきがあるとビレ音の発生やサスティーン
劣化を招くため、これらを防止するため、位置決め用ねじ１０５で第２スライド部１０４
を固定していた。各弦１０２間の間隔を調整する場合には、まず、第２スライド部１０４
の位置決め用ねじ１０５を緩め、弦１０２を支持した状態で第２スライド部１０４を第１
スライド部１０３の上面側に形成された突部１０３ａに沿って移動させる。そして、弦１
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０２の弾性反発力に抗して所望する位置まで移動させて、そこで位置決め用ねじ１０５に
よって第２スライド部１０４を固定する。このような構成により、各弦１０２間の間隔の
調整が可能となっていた。
【特許文献１】米国特許４２４８１２６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、例えば、一般的な６弦ギターにおいては、各弦１０２の間隔が略１０ｍ
ｍしかない。ベースギターにおいても、せいぜい各弦１０２の間隔は略１５ｍｍ〜２０ｍ
ｍであるのが一般的である。この場合、特許文献１に記載のブリッジでは、各弦１０２が
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張られた状態で調整しようとすると、弦１０２の下に横向きにドライバなどの工具を入れ
て、第２スライド部１０４を固定している位置決め用ねじ１０５を緩め、また締め込む必
要があり、極めて困難な作業となるという問題があった。
【０００５】
本発明では、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、各弦間の間隔を容易
に調整することができる弦楽器用ブリッジ及び弦楽器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、弦楽器の楽器本体において複数
本の弦を振動可能に支持する弦楽器用ブリッジであって、当該弦楽器用ブリッジは、前記
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弦楽器における楽器本体の表面に配設される複数のユニットベースと、当該ユニットベー
ス上に設けられ、且つ前記弦を支持する臨界接触点が形成されるサドルと、前記楽器本体
に固定され、且つ前記ユニットベースが前記楽器本体の表面に沿って回動可能に支持され
る支持軸とを備え、前記臨界接触点は、前記支持軸を中心に前記ユニットベースを回動さ
せた場合に、前記弦の張弦方向と交差する方向に変位されることを要旨としている。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の弦楽器用ブリッジにおいて、前記ユニット
ベースには、前記支持軸と異なる位置で、当該ユニットベースが回動された位置を固定す
る傾き固定手段を備えたことを要旨としている。
【０００８】
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請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の弦楽器用ブリッジにおいて、前記支持軸か
ら前記傾き固定手段までの張弦方向に沿った距離より、前記支持軸から前記サドルまでの
張弦方向に沿った距離の方が短いことを要旨としている。
【０００９】
請求項４に記載の発明は、請求項２又は請求項３に記載の弦楽器用ブリッジにおいて、
前記サドルは、前記弦の張弦方向に沿って前記支持軸よりも弦楽器のナット側に配置され
たことを要旨としている。
【００１０】
請求項５に記載の発明は、請求項２〜請求項４のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブ
リッジにおいて、前記傾き固定手段は、前記弦の張弦方向に沿って前記支持軸よりも弦楽
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器のナット側に配置されたことを要旨としている。
【００１１】
請求項６に記載の発明は、請求項２〜請求項５のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブ
リッジにおいて、前記ユニットベースには、指先で操作可能な指掛け部が設けられたこと
を要旨としている。
【００１２】
請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の弦楽器用ブリッジにおいて、前記支持軸か
ら前記指掛け部までの張弦方向に沿った距離より、前記支持軸から前記サドルまでの張弦
方向に沿った距離の方が短いことを要旨としている。
【００１３】
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請求項８に記載の発明は、請求項２〜請求項７のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブ
リッジにおいて、前記支持軸は、前記ユニットベースの前記弦の張弦方向におけるナット
側と反対側の一端側に設けられたことを要旨としている。
【００１４】
請求項９に記載の発明は、請求項２〜請求項８のうちいずれか一項に記載の弦楽器用ブ
リッジにおいて、前記傾き固定手段は、前記ユニットベースに穿設された前記支持軸を中
心とする弧状の長孔と、前記長孔に挿入された場合に、頭部でユニットベースを押圧して
該ユニットベースの傾きを固定する有頭ねじ部材とを備えて構成されたことを要旨として
いる。
【００１５】
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請求項１０に記載の発明は、請求項１〜請求項９のうちいずれか一項に記載の弦楽器用
ブリッジにおいて、前記ユニットベースには、前記弦の一端部を保持する弦保持手段が設
けられたことを要旨としている。
【００１６】
請求項１１に記載の発明は、請求項１〜請求項９のうちいずれか一項に記載の弦楽器用
ブリッジにおいて、前記弦は、前記サドルで振動可能に支持され、その一端部が前記楽器
本体で保持されることを要旨としている。
【００１７】
請求項１２に記載の発明は、請求項１〜請求項９のうちいずれか一項に記載の弦楽器用
ブリッジにおいて、前記サドルには、前記弦の一端部を保持する弦保持手段が設けられた
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ことを要旨としている。
【００１８】
請求項１３に記載の発明は、請求項１〜請求項１２のうちいずれか一項に記載の弦楽器
用ブリッジにおいて、前記ユニットベースには、前記弦の張弦方向に沿った案内部が形成
されており、前記サドルは前記案内部に案内されて前記張弦方向に移動自在に形成された
ことを要旨としている。
【００１９】
請求項１４に記載の発明は、請求項１〜請求項１３のうちいずれか一項に記載の弦楽器
用ブリッジにおいて、前記サドルは、前記ユニットベースに対して接離方向に移動自在に
形成されたことを要旨としている。
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【００２０】
請求項１５に記載の発明は、請求項１〜請求項１４のうちいずれか一項に記載の弦楽器
用ブリッジにおいて、ナットをロックしたロッキングナットを備えた弦楽器において前記
ユニットベースにブリッジ側のみで弦高や弦長を変えることなく張力のみを微調整してブ
リッジにおける張力の微調整を行うファインチューニング手段をさらに備えたことを要旨
としている。
【００２１】
また、請求項１６に記載の発明は、請求項１〜請求項１５のうちいずれか一項に記載の
弦楽器用ブリッジを備えたことを要旨としている。
【発明の効果】
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【００２２】
本発明の弦楽器用ブリッジ及び弦楽器によれば、各弦間の間隔を容易に調整することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
（第１の実施形態）
以下、本発明を弦楽器の一種であるベースギターに具体化した第１の実施形態を図１〜
図５に基づき説明する。
【００２４】
図１は、本実施形態のベースギター１１全体を左前方上面から見た斜視図である。なお
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、以下の説明においては、図１において弦楽器用ブリッジ１９が設けられた面をベースギ
ター１１の上側とし、ヘッド１４側を前側とする。
【００２５】
本実施形態のベースギター１１は、ソリッドタイプの楽器本体１２と、楽器本体１２か
ら前方に延設された棹１３とを備えており、この棹１３の前端にはヘッド１４が形成され
ている。このヘッド１４には、弦柱１６、ギヤ機構及び糸巻き１７が設けられており、該
糸巻き１７が回動操作されることにより各弦１５が張弦され、ピッチ（張力）が調整され
る。また、棹１３の指板Ｓ前端側にはナット１８が設けられており、このナット１８の上
面側には各弦１５毎の第１の臨界接触点Ｃ１が形成されている。また、楽器本体１２の上
面１２ａには、弦楽器用ブリッジ（以下、「ブリッジ１９」と略記する。）が配設されて
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いる。
【００２６】
次に、ブリッジ１９について図２〜図５に従って以下説明する。なお、以下の説明にお
いて「左右方向」と示す場合は、楽器本体１２の表面に沿った各弦１５の張弦方向（弦の
張設方向）に直交する方向を示すものとする。
【００２７】
本実施形態のブリッジ１９は、平面視略矩形状の金属板（例えばスチール製）からなる
ベースプレート２０を備えており、ベースプレート２０は楽器本体１２に複数本（本実施
形態では４本）の止ねじ２１により締付け固定されている。図２に示すように、ベースプ
レート２０上には、弦１５に個別に対応するサドルユニット２２が左右方向に並設されて
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いる。サドルユニット２２は、図３に示すように、ベースプレート２０に直接固定される
板状のユニットベース２３と、ユニットベース２３を介してベースプレート２０に固定さ
れるサドル２４とを備えている。
【００２８】
ユニットベース２３は、張弦方向を長手方向とする金属製（例えばスチール製）の概ね
矩形板状の部材からなり、その後端部が上側に向けて曲げ加工されている。また、この曲
げ加工された部位には固定用孔Ｆが形成されている。そして、弦１５は、固定用孔Ｆ内を
後側から前側に向けて通過して、弦１５の後端部（一端部）に形成されたボールエンド（
図示略）が固定用孔Ｆにて係止される。すなわち、ユニットベース２３の後端部にて曲げ
加工された部位は、弦１５の後端を固定（保持）するためのテイルピース（弦保持手段）
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２５として機能している。
【００２９】
また、ユニットベース２３の後部には、テイルピース２５の直前位置に皿ねじの頭部に
対応した形状の貫通孔２３ａが上下方向に穿設されている。ベースプレート２０の後側に
は所定位置にねじ孔２０ａが形成されており、ユニットベース２３は貫通孔２３ａにおい
て第１固定ねじ２６によりベースプレート２０に固定される。すなわち、各ユニットベー
ス２３は、それぞれの所定位置に配置される。このとき第１固定ねじ２６がベースプレー
ト２０のねじ孔２０ａに螺合され、皿ねじとして形成された第１固定ねじ２６の頭部２６
ａの下面が当接し、ユニットベース２３の貫通孔２３ａの内面を上方から押圧することに
より、ユニットベース２３はベースプレート２０に傾動可能に固定される。
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【００３０】
ユニットベース２３には、その略中央部から前側にかけての左右両側が平行に切り欠か
れることにより、他の部分よりも左右方向の幅が狭い案内部２３ｂがそれぞれ形成されて
いる。
【００３１】
ユニットベース２３の前端近傍には、第１固定ねじ２６を中心とする円弧状の長孔２３
ｃが左右方向に形成されている。ベースプレート２０の前側には所定位置にねじ孔２０ｂ
が形成されており、ユニットベース２３は長孔２３ｃにおいて第２固定ねじ２７によりベ
ースプレート２０に固定される。すなわち、第１固定ねじ２６によって傾動可能に固定さ
れた各ユニットベース２３は、第２固定ねじ２７によりそれぞれ張弦方向に沿った状態で
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固定される。
【００３２】
このベースプレート２０に穿設されたねじ孔２０ｂは、１つの長孔２３ｃに対して左右
方向に並んで２つずつ設けられており、各ねじ孔２０ｂのうちいずれかのねじ孔２０ｂに
第２固定ねじ２７が螺合される。そのため、第２固定ねじ２７がいずれかのねじ孔２０ｂ
に螺入されており、第２固定ねじ２７の頭部２７ａの下面が長孔２３ｃ周縁上面を下方に
押圧していない場合、ユニットベース２３は、長孔２３ｃが第２固定ねじ２７により規制
される範囲内で傾動可能である。従って、第２固定ねじ２７の螺入場所を他のねじ孔２０
ｂに変更することにより、ユニットベース２３は、長孔２３ｃの最初の傾動可能な範囲を
超えて、傾動可能な範囲を変更することができる。そして、この第２固定ねじ２７をねじ
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孔２０ｂにさらにねじ込むことで、頭部２７ａの下面が長孔２３ｃ周縁上面を下方に押圧
することにより、ユニットベース２３は、その傾動された位置においてベースプレート２
０に固定される。すなわち、本実施形態では、第２固定ねじ２７が有頭ねじ部材として機
能するようになっている。
【００３３】
ユニットベース２３には、その前端部を上側に向けて曲げ加工することによりユニット
つまみ部（指掛け部）２８が形成されている。第２固定ねじ２７を緩めた状態、又は第２
固定ねじ２７を取り外した状態で、このユニットつまみ部２８を指で操作することにより
、ユニットベース２３をベースプレート２０（楽器本体１２）に沿って所望の角度に傾動
させることができるようになっている。以上述べたように、本実施形態では、第１固定ね
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じ２６がユニットベース２３を楽器本体１２の上面（表面）１２ａに沿って傾動可能に支
持する支持軸として機能するようになっている。
【００３４】
ユニットベース２３は、その後端側が第１固定ねじ２６によって傾動可能に固定される
一方、その前端側が第２固定ねじ２７によって固定される。すなわち、本実施形態では、
第２固定ねじ２７とユニットベース２３の長孔２３ｃとベースプレート２０のねじ孔２０
ｂとが、第１固定ねじ２６とは異なる位置でユニットベース２３が傾動された位置を固定
する傾き固定手段として機能するようになっている。
【００３５】
サドル２４は、略円柱形状で、その中心軸が左右方向に沿うように配置されたサドル本
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体２９と、細長の略円柱状で、その中心軸が上下方向に沿うように配置され、外周面が雄
ねじ加工された複数（本実施形態では２本）の支持棒３０とを備えている。サドル本体２
９の左右方向における略中央部分には、左右の円柱部分と同心で、且つ左右の円柱部分よ
りも径が小さいくびれ状の小径部２９ｂが形成されており、この小径部２９ｂで弦１５が
支持されている。すなわち、第２の臨界接触点Ｃ２はサドル本体２９の小径部２９ｂに形
成される。
【００３６】
一方、サドル本体２９の左右方向における両端側には、上下方向に貫通し且つ内周面を
雌ねじ加工した貫通孔２９ａがそれぞれ形成されている。そして、サドル本体２９の上下
寸法よりも長い支持棒３０の上端部がサドル本体２９の貫通孔２９ａに螺合されることに
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より、支持棒３０の下部がサドル本体２９の下方に突出する。そのため、サドル本体２９
は、ベースプレート２０に対して突出した２本の支持棒３０に支持されるようになってい
る。それと同時に、この２つの支持棒３０は、ユニットベース２３において張弦方向に沿
って第１固定ねじ２６よりも前側に形成された各案内部２３ｂの側面Ｇを挟むようにして
配置される。そのため、サドル２４は、２本の支持棒３０の下端部の側面が案内部２３ｂ
に案内されることにより左右方向への移動が規制されるとともに張弦方向（前後方向）に
移動可能となっている。
【００３７】
サドル本体２９には、小径部２９ｂよりも右下側の部位に張弦方向に貫通するねじ孔２
９ｃが形成されると共に、ユニットベース２３のテイルピース２５には、サドル本体２９
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のねじ孔２９ｃに張弦方向と平行な方向で対応する位置に貫通孔２５ａがそれぞれ形成さ
れている。そして、頭部を後方に向けた弦長調整用ねじ３１がテイルピース２５の貫通孔
２５ａを後方から貫通して、その先端部がサドル本体２９のねじ孔２９ｃに螺合すること
により、弦長調整用ねじ３１は、張弦方向と平行な方向に配設される。そして、この弦長
調整用ねじ３１により、サドル本体２９は、２本の支持棒３０がユニットベース２３（ベ
ースプレート２０）に対して略垂直な姿勢になるように支持されるとともに張弦方向の移
動が規制されるようになっている。
【００３８】
弦長調整用ねじ３１には圧縮コイルスプリングからなる弦長調整用スプリング３２が外
装されており、弦長調整用スプリング３２の後端はテイルピース２５に当接している。ま
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た、弦長調整用スプリング３２の前端はサドル２４に当接しており、サドル２４は、弦長
調整用スプリング３２によって前側に付勢されている。
【００３９】
このように構成されたサドル２４は、サドル本体２９を支持する２本の支持棒３０をレ
ンチなどの工具によって回転させることにより、サドル本体２９の小径部２９ｂに形成さ
れた第２の臨界接触点Ｃ２を、ユニットベース２３に対して上下方向（接離方向）に移動
させるようになっている。すなわち、本実施形態のブリッジ１９は、各弦１５と指板Ｓや
ピックアップＰとの間の高さを弦高調整できるようになっている。
【００４０】
一方、弦長調整用ねじ３１を回転させた場合、図４及び図５に示すように、サドル本体

50

(8)

JP 4008460 B2 2007.11.14

２９を支持する２本の支持棒３０は、ユニットベース２３における案内部２３ｂの側面Ｇ
に左右方向への移動が規制されながら案内されることにより、ユニットベース２３の底面
に対して垂直な姿勢を保ったまま、張弦方向に移動するようになっている。そのため、サ
ドル本体２９が張弦方向に移動することにより、第２の臨界接触点Ｃ２がその高さを変え
ないで張弦方向に移動する。すなわち、本実施形態のブリッジ１９は弦長調整できるよう
になっている。
【００４１】
このサドル２４は、第１固定ねじ２６よりも前側に配置されている。また、第１固定ね
じ２６からサドル２４までの張弦方向に沿った距離は、第１固定ねじ２６から第２固定ね
じ２７までの張弦方向に沿った距離よりも短くなるように構成されている。
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【００４２】
弦１５は、前述したように、その前側が弦柱１６に固定される一方、その後端がテイル
ピース２５に保持されている。また、両端部が固定された弦１５は、ナット１８に臨界接
触（第１臨界接触）すると共に、サドル本体２９の小径部２９ｂに臨界接触（第２臨界接
触）している。すなわち、ナット１８に第１の臨界接触点Ｃ１が形成されると共に、ブリ
ッジ１９の小径部２９ｂに第２の臨界接触点Ｃ２が形成されることになる。そして、各弦
１５は、第１の臨界接触点Ｃ１と第２の臨界接触点Ｃ２との間で所定の張力で相互に略平
行に張架されている。
【００４３】
次に、図４及び図５に従って本実施形態のブリッジ１９の作用について、特に各弦１５
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間の間隔を調整する場合の作用を中心に以下説明する。なお、各弦１５が張弦された状態
で調整するものとする。また、図４における最も左の弦（第５弦）１５を支持するユニッ
トベース２３を傾動させるものとする。
【００４４】
まず、最も左のユニットベース２３を固定する第２固定ねじ２７をレンチなどの工具に
より回転させて取り外す。すると、第２固定ねじ２７が緩められたユニットベース２３は
、第１固定ねじ２６を中心に傾動自在になる。そして、ユニットつまみ部２８を、所望す
る位置（ここでは図４に示すＡ方向）に向けて操作すると、このユニットベース２３は第
１固定ねじ２６を中心にＡ方向に傾動する。
【００４５】
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ここで、サドル２４は、２つの支持棒３０でユニットベース２３を挟んでいると共に、
弦長調整用ねじ３１を介してユニットベース２３に支持されている。そのため、サドル２
４の小径部２９ｂに形成された第２の臨界接触点Ｃ２は、ユニットベース２３のＡ方向へ
の傾動に追随してＡ方向に傾動する。すなわち、最も左のサドル２４は、弦１５の弾性反
発力に抗して、弦１５を支持した状態でＡ方向に傾動し、弦１５をＡ方向に移動させる。
そして、左右両ねじ孔２０ｂのうち右側のねじ孔２０ｂに第２固定ねじ２７を、ユニット
ベース２３が傾動可能な状態で螺合し、最も左のサドル２４に形成された第２の臨界接触
点Ｃ２を所望する位置まで微調整する。その後、最も左のサドル２４に形成された第２の
臨界接触点Ｃ２が所望する位置まで移動した後に、第２固定ねじ２７がベースプレート２
０のねじ孔２０ｂ内にねじ込まれる。すると、第２固定ねじ２７の頭部２７ａの下面がユ
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ニットベース２３の上面を下方に押圧し、ユニットベース２３がベースプレート２０に固
定され、弦１５はＡ方向に移動した状態で固定される。したがって、最も左の弦１５（第
５弦）は、左から２番目の弦１５（第４弦）との間隔が狭くなった状態で固定される。
【００４６】
なお、弦１５の間の間隔を広めるためには、逆の操作を行う。
従って、第１の本実施形態では、上記のように構成されるため、以下に示す効果を得る
ことができる。
【００４７】
（１）サドル２４は、支持棒３０によりユニットベース２３に対して左右方向の相対的
な移動が規制されるとともに、弦長調整用ねじ３１により張弦方向への移動が規制されて
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支持されている。そのため、ユニットベース２３が第１固定ねじ（支持軸）２６を中心に
傾動した場合には、サドル２４（小径部２９ａ）に形成された第２の臨界接触点Ｃ２もこ
れに伴って左右方向に移動する。そのため、左右方向で隣接する各弦１５同士の間隔が調
整されることになる。すなわち、ユニットベース２３を傾動させることにより各弦１５間
の間隔を調整できる。
【００４８】
（２）ユニットベース２３は、傾動した後、その傾動した位置で第２固定ねじ（傾き固
定手段）２７がねじ孔２０ｂにねじ込まれた際に、頭部２７ａの下面がユニットベース２
３の上面を下方に押圧することによりベースプレート２０に固定される。そのため、ユニ
ットベース２３及びユニットベース２３に弦長調整用ねじ３１を介して固定されるサドル
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２４ががたつくことを抑制できる。従って、サドル２４のがたつきに基づくビレ音の発生
やサスティーン劣化を抑制できる。また、調整する場合には、この第２固定ねじ２７を緩
めれば、再びユニットベース２３は、傾動が可能となる。この第２固定ねじ２７は、楽器
本体１２に対して垂直に配置されている。このため、弦１５が張弦された状態でも、容易
にレンチなどの工具で弦１５の間隔が調整できる。
【００４９】
（３）また、第２固定ねじ２７を固定する位置（長孔２３ｃ）の方が、サドル２４より
も前側に位置するようになっている。つまり、ユニットベース２３の全体をてことして見
れば、第１固定ねじ２６（支点）から長孔２３ｃ（力点）までの距離が、第１固定ねじ２
６（支点）からサドル２４（作用点）までの距離より大きくなっている。そのため、弦１
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５に起因しサドル２４に掛かるユニットベース２３に対する左右方向の力に対して、第２
固定ねじ２７により小さな力で確実に傾動した位置を固定できる構成となっている。
【００５０】
（４）第１の実施形態では、サドル２４が第１固定ねじ２６よりも前側に配置されてい
るため、ユニットベース２３は、第１固定ねじ２６よりも前側に延びるように配置されて
いる。
【００５１】
なお、サドル２４を第１固定ねじ２６よりも後側に配置してもよいが、この場合、ユニ
ットベース２３は、第１固定ねじ２６から後側に延びるように配置されることになる。こ
れらの構成は、テイルピース、ピックアップなどとの関係で適宜選択することができる。
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本実施形態では、ブリッジ全体を比較的コンパクトな構成としている。
【００５２】
（５）第１の実施形態では、第２固定ねじ２７（力点）及びサドル２４（作用点）が共
に第１固定ねじ２６（支点）よりも前側に配置されているため、てことしてのユニットベ
ース２３の全長を小さくでき、ユニットベース２３を小型化することができる。
【００５３】
なお、サドル２４（作用点）が第１固定ねじ２６（支点）よりも前側に配置された状態
で、第２固定ねじ２７（力点）が第１固定ねじ２６（支点）よりも後側に配置された場合
も考えられる。この場合は、第２固定ねじの調整自体は容易になる場合もあるが、ユニッ
トベース２３（ブリッジ１９）が第１の実施形態のものに比して大型化してしまう。
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【００５４】
（６）ユニットベース２３には、ユニットつまみ部（指掛け部）２８が折り曲げ状態で
形成されている。そのため、各弦１５間の間隔を調整する際に、ユニットつまみ部２８を
指先で操作することでユニットベース２３を傾動させることができ、調整を容易にするこ
とができる。
【００５５】
（７）また、ユニットベース２３をてことして見た場合、ユニットつまみ部２８（力点
）は、ユニットベース２３上において第１固定ねじ２６（支点）と最も離れた位置である
ユニットベース２３の前端に形成されている。そのため、小さな力でサドル２４（作用点
）を移動でき、各弦１５間の微調整を容易に行うことができる。
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【００５６】
（８）また、ユニットつまみ部２８の方が、サドル２４よりも前側に位置するようにな
っており、サドル２４の左右方向への変位量は、ユニットつまみ部２８の左右方向への変
位量に比して少ないものとなる。そのため、第１の実施形態の構成では、従来技術のよう
な構成のものと比較して、左右方向に対する第２の臨界接触点Ｃ２の位置の微調整を容易
に行うことができる。
【００５７】
（９）第２固定ねじ（有頭ねじ部材）２７は、ねじ孔２０ｂ内に螺合された場合、その
頭部２７ａの下面がユニットベース２３の上面を下方に押圧することにより、ユニットベ
ース２３を傾動不能に固定するようになっている。そのため、弦を張ったままの状態で、
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ユニットつまみ部２８を把持してユニットベース２３固定しながら第２固定ねじ２７をね
じ孔２０ｂ内にねじ込むことで、所望の位置にユニットベース２３及びサドル２４を確実
に固定できる。
【００５８】
（１０）ユニットベース２３には、各弦１５の前端を保持するためのテイルピース（弦
保持手段）２５が形成されている。そのため、ユニットベース２３（ブリッジ１９）とは
別体構成となるテイルピースを設けた場合に比して、部品点数を減少させることができる
。
【００５９】
（１１）サドル２４は、左右方向へ移動するだけではなく、弦長調整用ねじ３１を回転
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させることにより、ユニットベース２３に形成された案内部２３ｂの側面Ｇに沿って張弦
方向に移動することができ、弦長を個別に調整することができる。
【００６０】
（１２）サドル本体２９は、さらにサドル本体２９を支持する２本の支持棒３０を回転
させることにより、ユニットベース２３（楽器本体１２）に対して接離方向（上下方向）
に移動でき、弦１５の弦高を個別に調整することができる。
【００６１】
（１３）弦１５は、サドル本体２９の小径部２９ｂに第２の臨界接触点Ｃ２が形成され
る。この小径部２９ｂは、くびれ状に形成され、支持している弦１５が左右方向にずれに
くい構成となっている。そのため、サドル２４を左右方向に移動しても、サドル本体２９
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は、確実に弦１５を支持した状態で、弦１５の弾性反発力に抗して弦間隔を変更すること
ができる。
【００６２】
（１４）支持軸が、ねじ（第１固定ねじ２６）で形成されたことにより、第１固定ねじ
２６とは別体構成の支持軸を設けた場合に比して構成を簡略化することができる。
（１５）ユニットベース２３には、１つの長孔２３ｃに対応するねじ孔２０ｂが２つず
つ形成されている。そのため、ユニットベース２３を傾動させる場合に、ユニットベース
２３自体の幅を大きくすることなく、傾動できる範囲を広くすることができる。
【００６３】
（第２の実施形態）
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次に、本発明の第２の実施形態を図６〜図９に基づき説明する。なお、第２の実施形態
は、本発明を６弦の電気ギターに具体化したものであり、ブリッジの構成が第１の実施形
態のブリッジとは相違している。しかし、他の構成部分においては、第１の実施形態と略
同一構成になっている。従って、以下の説明においては、第１の実施形態と相違する部分
について主に説明することにし、第１の実施形態と同一又は相当する部材構成には同一符
号を付して重複説明を省略する。
【００６４】
図６に示すように、本実施形態の電気ギター４１は、６本の弦１５が張弦（張設）され
ており、各弦１５の後端側を支持するためのブリッジ４２を備えている。このブリッジ４
２には、楽器本体１２の上面１２ａに固定される平面視略矩形状の金属板からなるベース
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プレート４３が設けられており、このベースプレート４３上には、弦１５と個別に対応す
るサドルユニット２２Ａが左右方向に並設されている。
【００６５】
サドルユニット２２Ａは、図７に示すように、張弦方向を長手方向とする板状のユニッ
トベース４４と、ユニットベース４４上に配置されるサドル４５とを備えており、ユニッ
トベース４４の後端部には貫通孔４４ａが上下方向に形成されている。ベースプレート４
３の後端部には所定位置にねじ孔４３ａが上下方向に穿設されている。第１固定ねじ２６
がねじ孔４３ａに螺合されると、第１固定ねじ２６の頭部２６ａの下面がユニットベース
４４の上面を上方から押圧する。このため、ユニットベース４４は貫通孔４４ａにおいて
第１固定ねじ２６によりベースプレート４３に傾動可能に固定される。

10

【００６６】
また、板状のユニットベース４４は、貫通孔４４ａの前側の位置で、ベースプレート４
３に沿った底部から略直角に上方に折り曲げて、概ね幅の長さ程度の部分で再び１８０度
折り返して下方に重ねて配置され、さらに底部で前方に略直角に折り曲げて再びベースプ
レート４３に沿った形状となっている。このようにユニットベース４４の一部を張弦方向
に折り畳むことにより上方に突出した板状の重畳部４６が形成される。この重畳部４６の
略中央部には、重畳部４６を張弦方向に貫通した貫通孔４６ａが形成されている。
【００６７】
ユニットベース４４の張弦方向における略中央部位には、上下方向に貫通された貫通孔
４４ｂが形成されている。また、ベースプレート４３にも貫通孔４３ｂが形成されると共
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に、楽器本体１２の上面１２ａ側にも貫通孔１２ｂが形成されている。そして、ユニット
ベース４４の貫通孔４４ｂ、ベースプレート４３の貫通孔４３ｂ、及び楽器本体１２の貫
通孔１２ｂは、ユニットベース４４及びベースプレート４３が楽器本体１２に固定された
際に位置対応するようになっている。そして、図示を省略した弦１５の後端側に形成され
たボールエンドが、楽器本体１２における上面１２ａの貫通孔１２ｂの裏面（図示略）に
設けられた凹部に引っ掛けられた状態で保持される。弦１５を装着する場合には、楽器本
体１２の下側から弦１５の前端側を楽器本体１２の貫通孔１２ｂに挿入し（いわゆる「裏
通し」し）、弦１５は、貫通孔１２ｂからベースプレート４３の貫通孔４３ｂ及びユニッ
トベース４４の貫通孔４４ｂ内を通って電気ギター４１の前側（他端側）に案内される。
このように本実施形態では、楽器本体１２の貫通孔１２ｂが弦保持手段として機能するよ
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うになっている。
【００６８】
ユニットベース４４の貫通孔４４ｂの前側の部分から前端部近傍にかけて、張弦方向に
沿った直線状の長孔からなるガイド孔（案内部）４８（本実施形態では２つ）が左右方向
に並んだ状態で平行に形成されている。また、ガイド孔４８よりも前側のユニットベース
４４の前端部には、長孔４４ｃが穿設される。長孔４４ｃは、左右方向に設けられ、第１
固定ねじ２６を中心とする円弧状の長孔として形成されている。ベースプレート４３の前
側にはねじ孔４３ｃが形成されている。そして、第２固定ねじ２７の先端がねじ孔４３ｃ
に螺合されると第２固定ねじ２７の頭部２７ａの下面がユニットベース４４の上面を上方
から押圧する。そのため、第１固定ねじ２６に傾動可能に固定されたユニットベース４４
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は、第２固定ねじ２７により所定の姿勢でベースプレート４３に固定される。このように
本実施形態では、第２固定ねじ２７とベースプレート４３のねじ孔４３ｃとユニットベー
ス４４の長孔４４ｃとにより傾き固定手段が構成されている。
【００６９】
サドル４５は、張弦方向を長手方向とする略直方体状のブロック体からなり、このブロ
ック体は上下方向の略中央部分が開放した中空部分が設けられた筒状となっている。サド
ル４５における前端部の上面側には、左右方向における略中央部分に、側面視断面円弧状
の凹部４５ｂが形成されている。そして、この凹部４５ｂの底面で、貫通孔１２ｂに後端
部が保持された弦１５を支持するように構成されている。したがって、本実施形態では、
サドル４５の前側部に形成された凹部４５ｂに第２の臨界接触点Ｃ２が形成される。
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【００７０】
また、サドル４５の前側部には、凹部４５ｂの左右両側に、上下方向にねじ孔４５ｃが
それぞれ形成されている。このねじ孔４５ｃには、その上下寸法より長い支持棒３０の上
端部が螺合される。２本の支持棒３０の下部はサドル４５の下方に突出し、その下端部は
、ガイド孔４８の開口部にそれぞれ係合する。このように支持棒３０は、ガイド孔４８に
より左右方向が規制されるとともに、張弦方向には摺動可能にサドル４５を支持する。支
持棒３０の上端部には、レンチにより回転可能に係合凹部が形成され、レンチにより突出
した２本の支持棒３０の高さを変化させることができるようになっている。
【００７１】
サドル４５の後側部には、重畳部４６の貫通孔４６ａに張弦方向と平行な方向で対応す
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る位置にねじ孔４５ａが形成されている。そして、頭部を後方に向けた弦長調整用ねじ３
１が重畳部４６の貫通孔４６ａを後方から貫通して、その先端部がサドル４５のねじ孔４
５ａに螺合することにより、弦長調整用ねじ３１は、張弦方向と平行な方向に配設される
。弦長調整用ねじ３１には、サドル４５と重畳部４６の間で圧縮コイルスプリングからな
る弦長調整用スプリング３２が外装され、サドル４５を前方に付勢している。そして、こ
の弦長調整用ねじ３１により、サドル４５は、２本の支持棒３０がユニットベース２３（
ベースプレート２０）に対して略垂直な姿勢になるように支持されるとともに、張弦方向
の移動が規制される。一方、弦長調整用ねじ３１を回転させることで、サドル４５との螺
合量を変化させて張弦方向にサドル４５を移動できるようになっている。
【００７２】
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このように構成されたサドル４５においては、２本の支持棒３０を工具などによって回
転させた場合、凹部４５ｂ（第２の臨界接触点Ｃ２）は、弦長調整用ねじ３１と重畳部４
６の貫通孔４６ａとの接触部位を支点としてユニットベース４４に対して接離方向に移動
するようになっている。すなわち、弦高調整が行われる。
【００７３】
一方、弦長調整用ねじ３１を回転させた場合、図８及び図９に示すように、サドル４５
（第２の臨界接触点Ｃ２）は、２本の支持棒３０が各ガイド孔４８の開口縁部にガイドさ
れることにより、張弦方向に移動するようになっている。すなわち、弦長調整が行われる
。
【００７４】
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次に、図８及び図９に従って本実施形態のブリッジ４２の作用について、特に各弦１５
間の間隔を調整する場合の作用を中心に以下説明する。なお、各弦１５が張弦された状態
で調整するものとする。また、図８における最も左の弦１５（第６弦）を支持するユニッ
トベース４４を傾動させるものとする。
【００７５】
まず、最も左のユニットベース４４を固定する第２固定ねじ２７をレンチなどの工具に
より回転させて緩める。すると、第２固定ねじ２７が緩められたユニットベース４４は、
第１固定ねじ２６を中心に傾動自在になる。第１固定ねじ２６が強く締め付けられてユニ
ットベース４４が固定されている場合には、第１固定ねじ２６も緩める。そうすれば、ユ
ニットベース４４は、所望する位置（ここでは、「図８に示すＡ方向」）に向けて傾動す
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る。このときサドル４５は、弦長調整用ねじ３１を介してユニットベース４４の重畳部４
６に固定され弦長方向の移動が規制され、また、支持棒３０がガイド孔４８に係合してい
ることから左右方向の移動が規制されている。
【００７６】
すなわち、最も左のユニットベース４４に固定されるサドル４５は、弦１５の弾性反発
力に抗して、弦１５を支持した状態でユニットベース４４とともにＡ方向に傾動する。そ
のため、サドル４５の凹部４５ｂに形成された第２の臨界接触点Ｃ２は、ユニットベース
４４のＡ方向への傾動に追随してＡ方向に傾動する。そして、図９に示すように、第２の
臨界接触点Ｃ２が所望する位置まで傾動したら、第２固定ねじ２７をベースプレート４３
のねじ孔４３ｃ内にねじ込む。すると、第２固定ねじ２７の頭部２７ａの下面がユニット
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ベース４４の上面を下方に押圧し、ユニットベース４４がベースプレート４３に固定され
る。
【００７７】
従って、第２の実施形態によれば、さらに以下に示す効果をも得ることができる。
（１６）楽器本体１２の上面１２ａに形成された貫通孔１２ｂが弦保持手段として機能
するようになっている。そのため、第１の実施形態のようにユニットベース２３にテイル
ピース（弦保持手段）２５を形成した場合に比して、ブリッジ４２に張弦方向の力がかか
らないという効果があり、保持部が不要になることと相俟って第２の実施形態のユニット
ベース４４の構成を簡略化することができる。
【００７８】
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（１７）支持棒３０の下端部がユニットベース４４に形成されたガイド孔４８の開口縁
部に係合されている。そのため、サドル４５が張弦方向に移動する場合には、サドル４５
をガイド孔４８の開口縁部の形状に沿って張弦方向に確実に移動させることができる。ま
た、支持棒３０がユニットベース４４の側面に沿って移動する場合に比して、サドル４５
をコンパクトに構成できる。そのため、第１の実施形態のベースギター１１よりも弦１５
の本数が多い第２の実施形態の電気ギター４１の場合では、好適である。
【００７９】
（第３の実施形態）
第２の実施形態において、電気ギター４１は、図１０に示すように、トレモロ装置６１
を備えたブリッジであってもよい。ここでトレモロ装置を備えた実施形態の一例を簡単に

20

説明する。なお、弦高調節、弦長調節については省略している。トレモロ装置６１は、楽
器本体１２（図１参照）に対しヒンジ機構（図示略）により傾動可能に装着されるベース
プレート４３と、ベースプレート４３の上面に配置されたサドル保持部材６２と、サドル
保持部材６２に保持されるサドル６５と、上下方向に傾動するトレモロアーム６３とを備
えている。このサドル保持部材６２の後端には、貫通孔６２ａが設けられる。サドル保持
部材６２は、この貫通孔６２ａにおいてベースプレート４３のねじ孔４３ａに先端が螺入
されたファインチューニング用ボルト６７により傾動可能に支持されている。一方、サド
ル保持部材６２の前端部には、左右方向にファインチューニング用ボルト６７を中心とす
る弧状に形成された長孔６２ｂが開口されている。長孔６２ｂには、頭部を備えた固定ね
じ６８が貫通され、その先端がベースプレート４３のねじ孔４３ｃに螺入され固定されて
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いる。したがって、サドル保持部材６２は、固定ねじ６８を緩めれば、ファインチューニ
ング用ボルト６７を中心に左右方向に傾動可能となっており、固定ねじ６８を締め込むこ
とで固定ねじ６８の頭部でサドル保持部材６２を押圧して任意の傾動位置で固定できる。
【００８０】
サドル保持部材６２の長孔６２ｂの後方には左右方向の軸６２ｃを備えたサドル保持部
６２ｄを備える。この軸６２ｃには、サドル６５が装着される。サドル６５は、軸６２ｃ
に外装された円筒状のサドル本体６５ａと、サドル本体６５ａから後方に延設された板状
のチューニングレバー６５ｂとを備える。
【００８１】
サドル本体６５ａは、その左右方向の中央部に円周方向に設けられた凹部６５ｃが形成
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され、この凹部６５ｃに弦１５が当接され第２の臨界接触点Ｃ２が形成される。また、弦
１５の後端部はサドル本体６５ａの後部に設けられた凹部である弦保持部６５ｄにボール
エンド（図示略）が係止されて保持される。
【００８２】
チューニングレバー６５ｂは、サドル本体６５ａの後側下部から後方に設けられた平面
視細長矩形状の板状の部材で、その後端部の左右方向中央部には、長手方向（張弦方向）
にスリット６５ｅが設けられている。
【００８３】
チューニングレバー６５ｂの略中央部下面には、サドル保持部材６２に対向して圧縮コ
イルばねから構成される、ばね６６が上下方向に配置されている。そのため、チューニン
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グレバー６５ｂは、軸６２ｃを中心に上方に付勢されている。
【００８４】
ファインチューニング用ボルト６７は、上端部に設けられた頭部６７ａと、そこから続
く軸部６７ｂと、雄ねじが形成された先端部６７ｃを備える。ファインチューニング用ボ
ルト６７の先端部６７ｃは、ベースプレート４３のねじ孔４３ａに螺入されており、ファ
インチューニング用ボルト６７を回転させることでベースプレート４３に対して上下方向
に相対移動する。また、軸部６７ｂには、ねじ溝が刻設されておらずサドル保持部材６２
の貫通孔６２ａに対しては螺合することはない。また、軸部６７ｂは、チューニングレバ
ー６５ｂのスリット６５ｅ内に配置され、頭部６７ａは、チューニングレバー６５ｂの後
端上面の当接部６５ｆと当接している。前述のように、チューニングレバー６５ｂは、ば

10

ね６６により上方に付勢されているため、頭部６７ａの下面と、当接部６５ｆとは、付勢
される状態で当接している。このため、ファインチューニング用ボルト６７を回転させて
頭部６７ａを上下に変位させるとチューニングレバー６５ｂは上下に変位し、サドル本体
６５ａは、それに伴い回転する。
【００８５】
このように構成された第３の実施形態の作用について説明する。弦１５の間隔を調整す
る場合、締め付けられている固定ねじ６８をレンチなどで緩める。そうすると、サドル保
持部材６２は、ファインチューニング用ボルト６７を軸に傾動可能な状態となる。このと
きサドル保持部材６２を傾動させるとそれに伴いサドル本体６５ａの凹部６５ｃに設けら
れた第２の臨界接触点Ｃ２が左右に変位し弦１５の間隔を調整することができる。調整後
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は、固定ねじ６８を締め付けると固定ねじ６８の頭部の下面がサドル保持部材６２の長孔
６２ｂの周縁部上面を押圧し任意の傾動位置でサドル保持部材６２をベースプレートに対
して固定することができる。
【００８６】
トレモロアーム６３は、これを揺動することでベースプレート４３がヒンジ機構を支点
に揺動し、弦１５の張力を変える。ファインチューニング（ブリッジにおける張力の微調
整）は、ナットをロックしたロッキングナットを備えたギターに適した機構で、ブリッジ
側のみで弦高や弦長を変えることなく張力のみを微調整する。この場合、ファインチュー
ニング用ボルト６７を平面視で時計回りに回転させると、先端部６７ｃとねじ孔４３ａと
の螺合量が多くなり、頭部６７ａが下方に変位する。そうするとチューニングレバー６５
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ｂを押し下げる。このとき、サドル本体６５ａに形成された凹部６５ｃは、軸６２ｃの中
心と同心の弧状に形成されており、その回転によって第２の臨界接触点Ｃ２の上下方向、
前後方向の位置が変動することがない。したがって、弦１５の張力のみを強める（音程を
高める）ように微調整することができる。ファインチューニング用ボルト６７を平面視反
時計回りに回転させれば同様に弦１５の張力のみを弱める（音程を下げる）ことができる
。
【００８７】
以上第３の実施形態で説明したように、本発明の弦楽器用ブリッジは、トレモロ装置を
備えたギターや、ファインチューニング装置を備えたギターにおいても好適に適用するこ
とができる。
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【００８８】
（第４の実施形態）
次に、本発明の第４の実施形態を図１１に基づき説明する。なお、第４の実施形態は、
弦１５の張弦方向において、第１固定ねじ２６、サドル２４及び第２固定ねじ２７の位置
関係が第１の実施形態とは異なっている。そのため、これらの位置関係を中心に説明する
。
【００８９】
図１１に示すように、本実施形態のサドルユニット７０はユニットベース７１を備えて
いる。ユニットベース７１には、その前側に案内部２３ｂが形成されており、その案内部
２３ｂの後方であって、且つ前後方向の略中央位置には貫通孔２３ａが形成されている。
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また、ユニットベース７１には、貫通孔２３ａの直後位置にテイルピース２５が形成され
ており、テイルピース２５の直後位置に長孔２３ｃが形成されている。また、ユニットベ
ース７１の最後部であって、且つ長孔２３ｃの直後位置には、ユニットつまみ部２８が形
成されている。そのため、弦１５を張弦した状態において、第２固定ねじ２７の上方及び
ユニットつまみ部２８の上方には、弦１５が張弦されていない。
【００９０】
従って、第４の実施形態のブリッジ１９では、各弦１５の間隔調整をする場合に、第２
固定ねじ２７を回転させて緩めるためのドライバが弦１５に接触することを良好に回避す
ることができる。また、第４の実施形態では、サドルユニット７０を傾動させる際に、ユ
ニットつまみ部２８を操作する指先が弦１５に触れることも良好に回避できる。

10

【００９１】
なお、各実施形態は以下のような別の実施形態（別例）に変更してもよい。
・第１の実施形態において、弦保持手段（テイルピース２５）は、ブリッジ１９とは別
体構成であってもよい。また、第２の実施形態においても、弦保持手段は、ブリッジ４２
よりも後側に形成されたテイルピースであってもよい。
【００９２】
・第２の実施形態において、ブリッジ４２は、図１２に示すように、サドルユニット２
２Ａ毎にベースプレート４３Ｂがそれぞれ設けられた構成であってもよい。また、第１の
実施形態においても、サドルユニット２２毎にベースプレート４３Ｂがそれぞれ設けられ
た構成であってもよい。

20

【００９３】
・第１、第２の実施形態において、弦高調整機能を有してなくてもよい。すなわち、支
持棒３０は、回転不能な構成にしてもよい。また、第３の実施形態において、弦高調整機
能を備えた構成としてもよい。
【００９４】
・第１、第２の実施形態において、弦長調整機能を有しない構成であってもよい。すな
わち、サドル２４，４５は、弦長調整用ねじ３１が回転しても張弦方向に移動しない構成
にしてもよい。また、サドルユニット２２，２２Ａを構成するユニットベース２３，４４
とサドル２４，４５とが一体構成されてもよい。また、第３の実施形態において、弦長調
整機能を備えた構成としてもよい。
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【００９５】
・各実施形態において、支持軸は、ユニットベース２３，４４（サドル３４，４５）が
支持軸を中心に傾動できるのであれば、第１固定ねじ２６のようなねじ部材に限らない。
・各実施形態において、第１固定ねじ２６は、任意の位置（例えば、張弦方向における
略中央位置）に設けられてもよい。
【００９６】
・各実施形態において、ベースプレート２０，４３を設けなくてもよい。すなわち、サ
ドルユニット２２，２２Ａを楽器本体１２の上面１２ａに直接固定するようにしてもよい
。
【００９７】
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・各実施形態において、ユニットつまみ部（指掛け部）２８は設けなくてもよい。
・各実施形態において、第２の臨界接触点Ｃ２と支持軸（第１固定ねじ２６）との張弦
方向における位置が同一でなければ、サドル２４，４５は、任意の位置に配設されてもよ
い。たとえば、サドルユニットは、図１３（ａ）に示すように、サドル２４、第２固定ね
じ２７及び第１固定ねじ２６が前側から後ろ側へ順に配置されたサドルユニット８０であ
ってもよい。また、サドルユニットは、図１３（ｂ）に示すように、第１固定ねじ２６、
サドル２４及び第２固定ねじ２７が前側から後ろ側へ順に配置されたサドルユニット８１
であってもよい。
【００９８】
・第１、第２、第４の実施形態において、第２固定ねじ２７は、必ずしも必要がない。

50

(16)

JP 4008460 B2 2007.11.14

例えば、ユニットベース２３，４４，７１と、ベースプレート２０、４３との間に凹凸等
の係合手段を形成する。そして、第１固定ねじ２６を締め込んでいるときはユニットベー
ス２３，４４，７１を傾動不能に固定する。一方、第１固定ねじ２６を緩めたときには、
その係合が外れ、ユニットベース２３，４４，７１の傾動を可能にしたような構成として
もよい。
【００９９】
・第１、第４の実施形態において、任意の本数（例えば４本）の弦１５を有するベース
ギター１１に具体化してもよい。また、ベースギター１１に限らず、任意の弦楽器（例え
ば電気ギター）に具体化してもよい。また、第２の実施形態において、任意の本数（例え
ば１２本）の弦１５を有する電気ギター４１に具体化してもよい。また、電気ギター４１
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に限らず、任意の弦楽器（たとえば、アコースティックギター）に具体化してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】第１の実施形態におけるベースギターの斜視図。
【図２】第１の実施形態における弦楽器用ブリッジの斜視図。
【図３】第１の実施形態における弦楽器用ブリッジの分解斜視図
【図４】第１の実施形態の弦楽器用ブリッジにおいて各弦間の間隔を調整する前の平面図
。
【図５】第１の実施形態の弦楽器用ブリッジにおいて各弦間の間隔を調整した後の平面図
。
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【図６】第２の実施形態における電気ギターの一部斜視図。
【図７】第２の実施形態における弦楽器用ブリッジの分解斜視図。
【図８】第２の実施形態の弦楽器用ブリッジにおいて各弦間の間隔を調整する前の平面図
。
【図９】第２の実施形態の弦楽器用ブリッジにおいて各弦間の間隔を調整した後の平面図
。
【図１０】第３の実施形態における弦楽器用ブリッジの概略断面図。
【図１１】第４の実施形態における弦楽器用ブリッジの平面図。
【図１２】他の別例における弦楽器用ブリッジの斜視図。
【図１３】（ａ）は別例のサドルユニットの構成を示す平面図、（ｂ）は他の別例のサド
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ルユニットの構成を示す平面図。
【図１４】従来の弦楽器用ブリッジの構成を示す概略側面図。
【符号の説明】
【０１０１】
１１…ベースギター（弦楽器）、１２…楽器本体，１２ａ…上面（表面）１２ｂ…貫通
孔（弦保持手段）、１５…弦、１８…ナット、１９，４２…弦楽器用ブリッジ、２０，４
３…ベースプレート、２０ｂ，４３ｃ…貫通孔（傾き固定手段）、２３，４４，７１…ユ
ニットベース、２３ｂ…案内部、２３ｃ、４４ｃ，６２ｂ…長孔（傾き固定手段）、２４
，４５，６５…サドル、２５…テイルピース（弦保持手段）、２６…第１固定ねじ（支持
軸）、２６ａ…頭部、２７…第２固定ねじ（傾き固定手段、有頭ねじ部材）、２７ａ…頭
部、４１…電気ギター（弦楽器）、４３Ａ…ねじ孔（ファインチューニング手段）、４３
ａ…ねじ孔（ファインチューニング手段）、４８…案内孔、６２ａ…貫通孔（ファインチ
ューニング手段）、６２ｃ…軸（ファインチューニング手段）、６２ｄ…サドル保持部（
ファインチューニング手段）、６５ｄ…弦保持部（弦保持手段）、６５ｅ…スリット（フ
ァインチューニング手段）、６７…ファインチューニング用ボルト（ファインチューニン
グ手段）、６７ａ…頭部、６８…固定ねじ（傾き固定手段、有頭ねじ部材）、Ｃ２…第２
の臨界接触点。
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