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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金管楽器のマウスピースにおいて、
　前記スロートの内壁領域の少なくとも一部に、反射圧を生じさせて吹奏抵抗を増加させ
る抵抗部を形成したことを特徴とする金管楽器のマウスピース。
【請求項２】
　前記抵抗部は、溝または凹凸であることを特徴とする金管楽器のマウスピース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、トランペットやトロンボーン等を使用する際に、口に当てがう金管楽器の
マウスピースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　金管楽器にも色々な種類があるが、例えば、トランペットはその代表的な楽器の１つで
ある。一般的なトランペットでは、奏者が吹き込んだ息により唇が振動し、音波が発生す
る。その音波は、楽器の中を音速で繰り返し往復し、その一部がベルから放射される。
【０００３】
　ところで、マウスピースは口に当ててエアーを吹き込む重要な部分であり、特開平５－
１２７６６５、特開平１０－２１４０８０、特開２００４－６１５７３などに記載される
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ように、リム、カップ、ショルダー、スロート、バックボア、シャンクの各部で構成して
いる。
【０００４】
　たとえば、特開平５－１２７６６５は、軽量で錆ることがなく、しかも従来とは異なる
音色を得られるマウスピースとして、チタンまたはチタン合金、あるいはジルコニウムま
たはジルコニウム合金を材質として成形されているものである。
【０００５】
　また、特開平１０－２１４０８０は、リムの上半分が、リムの下半分に対して、演奏者
から遠去かる方へ所定距離だけ離れた箇所に位置するように形成し、下の前歯が上の前歯
よりも演奏者から見て手前に位置するような咬合の人であっても水平フォームで演奏する
ことができるものである。
【０００６】
　また、特開２００４－６１５７３は、唇が触れる領域であるリム外周面、正面、カップ
内面に細かい無数の凹凸から成る梨地面を形成することで、唇の肌当りが良くなり、滑り
を防止することができ、奏中に唇がズレてミスすることを防止し、又演奏の疲れを緩和す
るものである。
【特許文献１】特開平５－１２７６６５
【特許文献２】特開平１０－２１４０８０
【特許文献３】特開２００４－６１５７３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このように、口に当てがう金管楽器のマウスピースについては、種々の技術が提案され
ているが、カップ、ショルダー、スロート、バックボアは抵抗感に直接関係しており、従
来のマウスピースの解決すべき問題点として、唇が疲れた時、唇が振動せず音が出なくな
ることがある。
【０００８】
　特に適度な抵抗感を得るための最良の場所は、唯一、スロートであり、全ての音で音圧
が最高なところは、カップとスロートしかなく、スロート径が大きくなると吹奏抵抗が少
なくなり、逆に、小さくなれば吹奏抵抗が大きくなり、適度な抵抗感は奏者を助けること
が知られているが、スロートに関する技術の開示はない。
【０００９】
　『流速が上がれば圧力が下がる』というベルヌーイの定理があり、この定理をマウスピ
ースのスロート部で起こる現象に当てはめると、『スロートを小さくすることにより流速
が上がれば、音圧が下がる』となる。この状態を演奏者の立場から言うと、スロートを小
さくすると吹奏抵抗が増加して唇が振動し易くなるが、大きな音が出ないということを意
味している。
【００１０】
　従来からスロートは真円で表面が滑らかなものであり、スロート径を例えば金管楽器に
応じて変えているだけである。
【００１１】
　この発明は、かかる実情に鑑みてなされたもので、大音量が出せるサイズのスロートを
持ちながら、且つ、唇を効率的に振動させることができるため金管楽器を吹き易く、耐久
力が向上し、また良好な音質を発生することができ、高音域や低音域の発音が向上する金
管楽器のマウスピースを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題を解決し、かつ目的を達成するために、この発明は、以下のように構成した。
【００１３】
　請求項１に記載の発明は、金管楽器のマウスピースにおいて、
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　前記スロートの内壁領域の少なくとも一部に、反射圧を生じさせて吹奏抵抗を増加させ
る抵抗部を形成したことを特徴とする金管楽器のマウスピースである。
 
【００１４】
　請求項２に記載の発明は、前記抵抗部は、溝または凹凸であることを特徴とする金管楽
器のマウスピースである。
【発明の効果】
【００１５】
　前記構成により、この発明は、以下のような効果を有する。
【００１６】
　請求項１に記載の発明のマウスピースを初めて吹いた奏者には、これまでより吹奏抵抗
が強く感じられる。この感覚を覚える理由としては、これまで使用中のマウスピースで自
分にとって適度な吹奏抵抗つまり、唇の自然な振動を助ける反射圧（カップ内の圧力）を
得るために必要以上に息を吹き込んでいたからである。このように効率的でない吹き方を
しているので、耐久力が無くなり音域も拡大できない。
【００１７】
　したがって、請求項１に記載の発明のように、スロートの内壁領域の少なくとも一部に
形成した吹奏抵抗（カップ内の圧力）を増加させる抵抗部による唇を楽に振動させる有益
な吹奏抵抗（反射圧）を利用すれば、効率良く唇が振動し、楽に演奏が可能になり、疲れ
にくくなり、しかもそれらのことに起因して、これまで出なかった高音域が演奏できたり
、安定した低音域が得られ、また音も太く堂々としたものとなる。
【００１８】
　請求項２に記載の発明では、抵抗部が溝または凹凸であり、確実に、しかも効率良く唇
が振動し、楽に演奏が可能で、疲れにくくなり、しかも簡単な加工で抵抗部を形成するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、この発明の金管楽器のマウスピースの実施の形態について説明する。この発明の
実施の形態は、発明の最も好ましい形態を示すものであり、この発明はこれに限定されな
い。
【００２０】
　　［第１の実施の形態］
　（マウスピースの構成）
　図１はトランペットのマウスピース断面を示している実施の形態であり、同図の１はリ
ム、２はカップ、３はショルダー、４はスロート、５はバックボア、６はシャンク、７は
外径部をそれぞれ表している。リム１及びカップ２はトランペットを吹く際に、唇が直接
触れる部分であり、エアーがカップ２、ショルダー３、スロート４、バックボア５からト
ランペットに吹き込まれる。トランペットなどの金管楽器は、唇が振動すれば音が発生す
る。吹くか吸うかどちらの場合も唇が振動することで発生した音波は、楽器の中を音速で
往復を繰り返し、効率良く唇を振動させている。
【００２１】
　このマウスピースは、真鍮、銀、ステンレス、チタンなどの材質で成形され、例えば純
金メッキ仕上げで、下地には厚い純銀メッキ層があり、滑らかなリム１の感触を得られる
と共に、メッキ浮きなどの心配を減らすことが可能になっている。金メッキは銀メッキよ
りリップコントロールが容易になり、しかも、音が充実する。以下、マウスピースのリム
１、カップ２、ショルダー３、スロート４、バックボア５、シャンク６、外径部７の構成
について説明する。
【００２２】
　リム１は、演奏者の唇が直接触れる重要な部分であり、唇の表面を舌で湿らせ、リム１
を上唇から下に滑らせて、好みの位置にセッティングし、リム内径サイズ、リムカンター
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形状、リム幅、リムバイトなどで、心地良いかどうかを判断することができる。
【００２３】
　カップ２は、種々のカップ深さがあり、またカップ形状にはＵカップ、Ｖカップ、ダブ
ルカップなどの種類が存在する。カップ深さやカップ形状が音色や音程に影響を与えるこ
とができる。
【００２４】
　ショルダー３は、角の立ったショルダー形状では吹奏抵抗が増し、明るく硬い音となり
、逆になだらかなショルダー形状では吹奏抵抗が減り、暗く柔らかい音となり、ショルダ
ー形状によっても吹奏抵抗を変化させることができる。
【００２５】
　スロート４は、奏者と楽器のバランスを取る場所であり、特に吹奏抵抗に影響する。す
なわち、スロート３は、適度な抵抗感を得るための場所であり、全ての音で音圧が最高な
ところは、カップ２とスロート３しかなく、スロート径が大きくなると吹奏抵抗が少なく
なり、逆に、小さくなれば吹奏抵抗が大きくなり、適度な抵抗感は奏者の吹奏を助ける。
【００２６】
　バックボア５は、バックボア全体の太さが低音域の音程に影響し、音圧分布を基に複雑
な内径形状を持たせることにより高音域の音程バランスをコントロールすることができ、
一般に、浅いカップには細いバックボア、深いカップには太いバックボアとの相性が良好
である。
【００２７】
　シャンク６は、先端側が僅かに細くテーパー状になっており、このシャンク６によって
マウスピースは、トランペットのマウスピースレシーバーに着脱可能に取付けられる。
【００２８】
　外径部７は、様々の形状があり、デザイン上の好みだけでなく、マウスピースが重いか
軽いかでも音に影響がある。一般に、重いマウスピースの方が遠達性に優れ、軽いマウス
ピースの方が、柔軟性に優れている。また、マウスピースのどの部分が厚い（重い）のか
、逆にどの部分が薄い（軽い）のかに依っても、吹奏時の感覚が変わり、音響スリット７
ａを形成して遠達性と柔軟性を両立させている。
【００２９】
　（スロートの内壁領域に溝を形成する例）
　この実施の形態では、スロート３の内壁領域Ｅ１に、吹奏抵抗（カップ内の圧力）を増
加させる抵抗部として、溝３０が形成されている。この実施の形態では、全内壁領域Ｅ１
に形成されているが、内壁領域Ｅ１の一部に形成されてもよく、少なくとも一部に、溝３
０が形成される。溝３０はスロート３の内面を切削加工して簡単に形成されるが、これに
限定されず、例えばタッピング加工やマウスピースの鋳造成形で成形してもよい。
【００３０】
　溝３０の断面形状、間隔、方向などは特に限定されないが、実施例１～４を図２の拡大
断面図に示す。図２（ａ）は溝３０の断面を三角形状とし、溝３０の深さをＷ１としたも
のであり、スロートの周方向に所定間隔Ｌ１で形成し、複数の環状溝としている。図２（
ｂ）は溝３０の断面を四角形状とし、溝３０の深さをＷ２としたものであり、スロートの
周方向に所定間隔Ｌ２で形成し、複数の環状溝としている。図２（ｃ）は溝３０の断面を
半円形状とし、溝３０の深さをＷ３としたものであり、スロートの周方向に所定間隔Ｌ３
で形成し、複数の環状溝としている。図２（ｄ）は溝３０の断面を半円形状とし、溝３０
の深さをＷ４としたものであり、スロートの軸方向に所定間隔Ｌ３で形成し、複数の直線
溝としている。
【００３１】
　図２（ａ）～図２（ｄ）の実施例の溝３０の深さＷ１～Ｗ３、所定間隔Ｌ１～Ｌ３は、
トランペットなどに応じて自由に設定することができる。また、図２（ａ）～図２（ｃ）
の実施例の溝３０は環状溝であるが、螺旋溝でもよい。さらに、図２（ｄ）の実施例の溝
３０はスロートの軸方向に平行であるが、スロートの軸方向に対して所定角度傾斜させて
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形成してもよい。
【００３２】
　（スロートの内壁領域に凹凸を形成する例）
　この実施の形態では、スロート３の内壁領域Ｅ１には、吹奏抵抗を振動させる抵抗部と
して、凹凸４０が形成され、この実施の形態でも全内壁領域Ｅ１に形成されているが、内
壁領域Ｅ１の一部に形成されてもよく、少なくとも一部に、凹凸４０が形成される。凹凸
４０はスロート３の内面を切削加工して簡単に形成されるが、これに限定されず、例えば
マウスピースの鋳造成形で成形してもよい。
【００３３】
　凹凸４０の断面形状、間隔、方向などは特に限定されないが、実施例５～７を図３の拡
大断面図に示す。図３（ａ）は凹凸４０の断面を半円形状とし、凹凸４０の高さをＨ１と
したものであり、スロートの周方向に所定間隔Ｌ５で形成し、複数の環状リブとしている
。図３（ｂ）は凹凸４０の断面を半円穴形状とし、凹凸４０の深さをＷ５としたものであ
り、スロートの周方向に所定間隔Ｌ６で形成し、複数の凹凸４０が格子状に配置されてい
る。図３（ｃ）は凹凸４０の断面を半円突起形状とし、凹凸４０の高さをＨ２としたもの
であり、スロートの周方向に所定間隔Ｌ７で形成し、複数の凹凸４０が千鳥状に配置され
ている。
【００３４】
　図３（ａ），（ｃ）の実施例の凹凸４０の高さＨ１，Ｈ２、図３（ｂ）の実施例の凹凸
４０の深さＷ５、図３（ａ）～（ｃ）の実施例の凹凸４０の所定間隔Ｌ５～Ｌ７は、トラ
ンペットなどに応じて自由に設定することができる。また、図３（ａ）～図３（ｃ）の実
施例の凹凸４０は半円形状であるが、三角形状、四角形状などでもよい。
【００３５】
　（マウスピースの使用）
　次に、マウスピースの使用を図４に基づいて説明する。図４（ａ）は通常時の唇の状態
を示し、図４（ｂ）は吹奏時の唇とマウスピースの状態を示し、図４（ｃ）は吹奏時の唇
とマウスピースの位置を示している。
【００３６】
　通常時は、口を閉じた状態で下歯１００より上歯１０１が前にあり、これによって下唇
１１０より上唇１１１が前にあるが、吹奏時には下歯１００と上歯１０１を一致させ、か
つ４ｍｍ程度離し、この状態で下唇１１０と上唇１１１とをマウスピースのリム１に当て
る。下唇１１０と上唇１１１との間がリム１の中央部に位置するように当てて吹奏する。
【００３７】
　このマウスピースを初めて吹いた奏者には、これまでより吹奏抵抗が強く感じられる。
この感覚を覚える理由としては、これまで使用中のマウスピースで自分にとって適度な吹
奏抵抗つまり、唇の自然な振動を助ける反射圧（カップ内の圧力）を得るために必要以上
に息を吹き込んでいたからである。このように効率的でない吹き方をしているので、耐久
力が無くなり音域も拡大できないが、この実施の形態では、スロート３の内壁領域Ｅの少
なくとも一部に形成した溝３０または凹凸４０によって唇を楽に振動させる有益な吹奏抵
抗（反射圧）が発生する。この吹奏抵抗（反射圧）を利用することで、効率良く唇１１０
，１１１が振動し、楽に演奏が可能になり、疲れにくくなる。しかもそれらのことに起因
して、これまで出なかった高音域が演奏できたり、安定した低音域が得られ、また音も太
く堂々としたものとなる。
【００３８】
　図２（ａ）～（ｃ）に示す溝３０によって唇を楽に振動させる有益な吹奏抵抗（反射圧
）が発生し、この吹奏抵抗（反射圧）を利用することで、唇１１０，１１１が効率よく振
動する。図２（ｄ）に示す溝３０の場合も有益な吹奏抵抗（反射圧）が効率良く振動する
ように発生し、この吹奏抵抗（反射圧）を利用することで、唇１１０，１１１が効率よく
振動する。このように、図２（ａ）～（ｄ）に示す溝３０によって吹奏抵抗（反射圧）が
異なり、演奏者の好みに応じた反射圧を得ることが可能になる。
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【００３９】
　また、図３（ａ）～（ｃ）に示す凹凸４０によっても有益な吹奏抵抗（反射圧）が発生
し、この吹奏抵抗（反射圧）を利用することで、唇１１０，１１１が効率的に振動する。
図３（ａ）～（ｃ）に示す凹凸４０によっても吹奏抵抗（反射圧）が異なり、演奏者の好
みに応じた反射圧（カップ内の圧力）を得ることが可能になる。
【００４０】
　［第２の実施の形態］
　（マウスピースの構成）
　図５はホルンのマウスピース断面を示している実施の形態である。同図の１１はリム、
１２はカップ、１３はショルダー、１４はスロート、１５はバックボア、１６はシャンク
、１７は外径部をそれぞれ表している。リム１１及びカップ１２はホルンを吹く際に、唇
が直接触れる部分であり、エアーがカップ１２、ショルダー１３、スロート１４、バック
ボア１５からホルンに吹き込まれる。このマウスピースはホルンのマウスパイプのレシー
バー部に着脱可能に取付けられ、シャンク１６がレシーバー部に嵌合する。
【００４１】
　マウスピースのリム１１、カップ１２、ショルダー１３、スロート１４、バックボア１
５、シャンク１６、外径部１７の構成は、第１の実施の形態のリム１、カップ２、ショル
ダー３、スロート４、バックボア５、シャンク６、外径部７と同様に構成されるから説明
を省略する。
【００４２】
　また、スロート１４の内壁領域Ｅ１には、第１の実施の形態と同様に溝３０または凹凸
４０が形成されるから、同じ符号を付して説明を省略する。
【００４３】
　（マウスピースの使用）
　次に、マウスピースの使用を図６に基づいて説明する。図６（ａ）は通常時の唇の状態
を示し、図６（ｂ）は吹奏時の唇とマウスピースの状態を示し、図６（ｃ）は吹奏時の唇
とマウスピースの位置を示している。
【００４４】
　通常時は、口を閉じた状態で下歯１００より上歯１０１が前にあり、これによって下唇
１１０より上唇１１１が前にあるが、吹奏時には下歯１００と上歯１０１を一致させ、か
つ４ｍｍ程度離し、この状態で下唇１１０と上唇１１１とをマウスピースのリム１１に当
てる。下唇１１０と上唇１１１との間がリム１の下方部に位置するように当てて吹奏する
。
【００４５】
　この実施の形態でも、スロート１４の内壁領域Ｅの少なくとも一部に形成した溝３０ま
たは凹凸４０によって唇を楽に振動させる有益な吹奏抵抗（反射圧）が発生する。この吹
奏抵抗（反射圧）を利用することで、効率良く唇１１０，１１１が振動し、楽に演奏が可
能になり、疲れにくくなる。しかもそれらのことに起因して、これまで出なかった高音域
が演奏できたり、安定した低音域が得られ、また音も太く堂々としたものとなる。
［第３の実施の形態］
　　　（マウスピースの構成）
　図７はトロンボーンのマウスピース断面を示している実施の形態である。同図の２１は
リム、２２はカップ、２３はショルダー、２４はスロート、２５はバックボア、２６はシ
ャンクをそれぞれ表している。リム２１及びカップ２２はホルンを吹く際に、唇が直接触
れる部分であり、エアーがカップ２２、ショルダー２３、スロート２４、バックボア２５
からトロンボーンに吹き込まれる。このマウスピースはトロンボーンのマウスピースレシ
ーバーに着脱可能に取付けられ、シャンク２６がマウスピースレシーバーに嵌合する。
【００４６】
　マウスピースのリム２１、カップ２２、ショルダー２３、スロート２４、バックボア２
５、シャンク２６、外径部２７の構成は、第１の実施の形態のリム１、カップ２、ショル
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ダー３、スロート４、バックボア５、シャンク６、外径部７と同様に構成されるから説明
を省略する。
【００４７】
　また、スロート２４の内壁領域Ｅ１には、第１の実施の形態と同様に溝３０または凹凸
４０が形成されるから、同じ符号を付して説明を省略する。
（マウスピースの使用）
　次に、マウスピースの使用を図８に基づいて説明する。図８（ａ）は通常時の唇の状態
を示し、図８（ｂ）は吹奏時の唇とマウスピースの状態を示し、図８（ｃ）は吹奏時の唇
とマウスピースの位置を示している。
【００４８】
　通常時は、口を閉じた状態で下歯１００より上歯１０１が前にあり、これによって下唇
１１０より上唇１１１が前にあるが、吹奏時には下歯１００と上歯１０１を一致させ、か
つ６ｍｍ程度離し、この状態で下唇１１０と上唇１１１とをマウスピースのリム２１に当
てる。下唇１１０と上唇１１１との間がリム２１の下方部に位置するように当てて吹奏す
る。
【００４９】
　この実施の形態でも、スロート２４の内壁領域Ｅの少なくとも一部に形成した溝３０ま
たは凹凸４０によって唇を楽に振動させる有益な吹奏抵抗（反射圧）が発生する。この吹
奏抵抗（反射圧）を利用することで、効率良く唇１１０，１１１が振動し、楽に演奏が可
能になり、疲れにくくなる。しかもそれらのことに起因して、これまで出なかった高音域
が演奏できたり、安定した低音域が得られ、また音も太く堂々としたものとなる。
【００５０】
　ここで、対象とする金管楽器は、トランペット、ホルン、トロンボーンの他にフリュー
ゲルホルン、コルネット、チューバ等あらゆる物を対象とする。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　この発明は、トランペットやトロンボーン等を使用する際に、口に当てがう金管楽器の
マウスピースに適用可能であり、大音量が出せるサイズのスロートを持ちながら、且つ、
唇を効率的に振動させることができるため金管楽器を吹き易く、耐久力が向上し、また良
好な音質を発生することができ、高音域や低音域の発音が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】トランペットのマウスピースの断面図である。
【図２】スロートの内壁領域に溝を形成する例の拡大図である。
【図３】スロートの内壁領域に凹凸を形成する例の拡大図である。
【図４】マウスピースの使用状態を説明する図である。
【図５】ホルンのマウスピースの断面図である。
【図６】マウスピースの使用状態を説明する図である。
【図７】トロンボーンのマウスピースの断面図である。
【図８】トロンボーンの使用状態を説明する図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１，１１，２１　リム
　２，１２，２２　カップ
　３，１３，２３　ショルダー
　４，１４，２４　スロート
　５，１５，２５　バックボア
　６，１６，２６　シャンク
　７，１７，２７　外径部
　３０　溝
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　４０　凹凸
【要約】　　　（修正有）
【課題】大音量が出せるサイズのスロートを持ちながら、且つ、耐久力が向上し、また良
好な音質を発生することができ、高音域や低音域の発音が向上する金管楽器のマウスピー
スを提供する。
【解決手段】マウスピースを初めて吹いた奏者は、唇の自然な振動を助ける反射圧（カッ
プ内の圧力）を得るために必要以上に息を吹き込んでいた、このように効率的でない吹き
方をしているので、耐久力が無くなり音域も拡大できないが、スロートの内壁領域の少な
くとも一部に形成した吹奏抵抗を振動させる抵抗部による唇を楽に振動させる有益な吹奏
抵抗（反射圧）を利用すれば、効率良く唇が振動し、楽に演奏が可能になり、疲れにくく
なり、しかもそれらのことに起因して、これまで出なかった高音域が演奏できたり、安定
した低音域が得られ、また音も太く堂々としたものとなる。
【選択図】図１

【図１】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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