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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管楽器のベルに固定される本体部と、
　前記ベル内に生じた音を収音するマイクロフォンと、を有し、
　前記本体部は、前記マイクロフォンを着脱するマイクロフォン着脱手段を具備すること
を特徴とする消音器。
【請求項２】
　前記マイクロフォンが固定された棒状部材をさらに有し、
　前記マイクロフォン着脱手段は、
　前記本体部の前端を閉塞する閉塞部において開口している穴であって、前記棒状部材を
差し込むためのマイクロフォン差し込み穴を有することを特徴とする請求項１に記載の消
音器。
【請求項３】
　前記本体部の内側に前記マイクロフォン差し込み穴を介して差し込まれる前記棒状部材
を収容する中空のパイプが固定されていることを特徴とする請求項２に記載の消音器。
【請求項４】
　前記棒状部材は、前記棒状部材の軸方向に複数のマイクロフォンが固定されていること
を特徴とする請求項２または３に記載の消音器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、消音器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トランペットなどの管楽器の音量を少なくする目的で使用される消音器には、当該消音
器内にマイクロフォンを設けたものがある。この消音器内のマイクロフォンは、全音域に
亙ってバランスの良い音を収音することができる位置である消音器の本体部の開口端近傍
に設けられる（例えば特許文献１）。そして、ユーザは、マイクロフォンにより収音され
た音をヘッドホンなどを介して聴くことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４１２４２３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、マイクロフォンにより収音された音は、消音器を装着しないで吹奏したときの
音と完全に同一ではないため、消音器を装着しても搭載されているマイクロフォンを使用
しないユーザもいる。また、マイクロフォンが搭載されている消音器では、マイクロフォ
ンやマイクロフォンを動作させるための電装部品の分だけ消音器の重量が大きくなる。従
って、マイクロフォンを使用しないユーザにとって、消音器の重量が大きくなるマイクロ
フォンや電装部品は搭載されていない方が良い。
【０００５】
　また、マイクロフォンは、開口端近傍の位置に設けられるが、この位置に設けられたマ
イクロフォンが収音する音の音質を詳細に検討すると次のような特徴がある。まず、開口
端近傍の空気をマスとし消音器内部の空気をバネとするヘルムホルツ共鳴の影響を受けて
、周波数特性における中域に大きなディップを生じ易い。また、ベル内からマイクロフォ
ンに直接到達する直接音と、ベル内から消音器内に入り消音器の前端を閉塞している底部
の内壁で反射してマイクロフォンに到達する間接音との間に経路差が生じる。この直接音
と間接音との経路差により直接音と間接音とが干渉し、周波数特性における中高域にピー
クやディップを生じ易い。従って、全音域に亙って音圧レベルのバランスは良いが、癖の
ある音質の音が収音される。このような癖のある音質の音は、ユーザ毎の用途や好みによ
っては、必ずしも最適なものではない。例えば、マイクロフォンの出力信号にエフェクト
を施して楽しむユーザの中で素直にエフェクトがかかるようにしたいユーザにとって、癖
のある音質の出力信号は好ましくない。
【０００６】
　この発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、マイクロフォンを使用する
ユーザとマイクロフォンを使用しないユーザの両方に対しても使用することができる消音
器を提供することを第１の目的とし、マイクロフォンによりユーザ毎の用途や好みに従っ
た音質の音を収音することができる消音器を提供することを第２の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、管楽器のベルに固定される本体部と、前記ベル内に生じた音を収音するマ
イクロフォンと、を有し、前記本体部は、前記マイクロフォンを着脱するマイクロフォン
着脱手段を具備することを特徴とする消音器を提供する。
【０００８】
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　この発明によれば、マイクロフォンを使用するユーザは、マイクロフォン着脱手段によ
りマイクロフォンを本体部に取り付けて本体部を管楽器のベルに固定することができる。
一方、マイクロフォンを使用しないユーザは、マイクロフォン着脱手段によりマイクロフ
ォンを本体部から外して本体部を管楽器のベルに固定することができる。このため、マイ
クロフォンを使用するユーザとマイクロフォンを使用しないユーザの両方に対しても使用
することができる。
【０００９】
　好ましい態様において、前記マイクロフォンが固定された棒状部材をさらに有し、前記
マイクロフォン着脱手段は、前記本体部の前端を閉塞する閉塞部において開口している穴
であって、前記棒状部材を差し込むためのマイクロフォン差し込み穴を有することを特徴
とする消音器を提供する。この態様によれば、マイクロフォンが固定された棒状部材が、
本体部の前端を閉塞する閉塞部において開口しているマイクロフォン差し込み穴に差し込
まれる。また、同棒状部材が、同マイクロフォン差し込み穴から引き出される。すなわち
、マイクロフォン差し込み穴に対して棒状部材を抜き差しすることにより、本体部に対し
てマイクロフォンを着脱することができる。従って、マイクロフォンを使用するユーザと
マイクロフォンを使用しないユーザの両方に対しても使用することができる。また、この
態様によれば、マイクロフォン差し込み穴に棒状部材を差し込むときの差し込み程度を調
整することができる。すなわち、マイクロフォンを消音器内の各位置に移動することがで
きる。このため、消音器内における各位置によって異なる音質の音の中から、適切な音質
の音を選んで収音することができる。従って、ユーザ毎の用途や好みに従った音質の音を
収音することができる。
【００１０】
　さらに好ましい態様において、前記本体部の内側に前記マイクロフォン差し込み穴を介
して差し込まれる前記棒状部材を収容する中空のパイプが固定されていることを特徴とす
る消音器を提供する。この態様によれば、マイクロフォン差し込み穴から差し込まれた棒
状部材は、本体部の内側に固定されているパイプに収容される。そして、棒状部材の差し
込み程度を調整することにより、棒状部材は、パイプの軸方向に移動する。すなわち、マ
イクロフォンをパイプの軸方向の各位置に移動することができる。このため、パイプの軸
方向の各位置によって異なる音質の音の中から、適切な音質の音を選んで収音することが
できる。従って、ユーザ毎の用途や好みに従った音質の音を収音することができる。また
、この態様によれば、パイプ内に収容された棒状部材は、パイプにより支持される。この
ため、棒状部材に固定されたマイクロフォンの姿勢を容易に維持することができる。なお
、この態様においても本体部に対してマイクロフォンを着脱することができるのは勿論で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明の第１実施形態による消音器１の構成を示す縦断面図である。
【図２】同消音器１におけるマイクロフォン２２を胴部１１の小径側端１１ｂの端面近傍
に配置したときの当該消音器１の構成を示す縦断面図である。
【図３】同消音器１におけるマイクロフォン２２を底部１２近傍に配置したときの当該消
音器１の構成を示す縦断面図である。
【図４】同消音器１におけるマイクロフォン２２を本体部１０から取り外したときの当該
消音器１の構成を示す縦断面図である。
【図５】マイクロフォン２２をパイプ３１の音程調節部３４側端、胴部１１の小径側端１
１ｂ近傍および底部１２近傍の各々の位置に移動させたときのシミュレーションによる各
周波数特性を示す図である。
【図６】マイクロフォン２２をパイプ３１の音程調節部３４側端、胴部１１の小径側端１
１ｂ近傍および底部１２近傍の各々の位置に移動させたときの実測による各周波数特性を
示す図である。
【図７】この発明の第２実施形態による消音器１Ａの構成を示す縦断面図である。
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【図８】この発明の変形例（２）による消音器１Ｂの構成を示す縦断面図である。
【図９】この発明の変形例（３）による消音器１Ｃの構成を示す縦断面図である。
【図１０】この発明の変形例（４）による消音器１Ｄの構成を示す縦断面図である。
【図１１】この発明の変形例（９）による消音器１Ｅの構成を示す縦断面図および同消音
器１Ｅの後端側から一部を透視して見たときの同消音器１Ｅの構成を示す透視背面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照し、この発明の実施形態について説明する。
　＜第１実施形態＞
　図１は、この発明の第１実施形態による消音器１の構成を示す縦断面図である。本実施
形態による消音器１は、トランペット用の消音器である。図１は、消音器１をトランペッ
トに装着した状態を示す。図１に示すように、消音器１は、胴部１１と底部１２とマイク
ロフォン差し込み穴３３ａを形成する差し込み口３３とから構成される本体部１０を有す
る。消音器１では、本体部１０の差し込み口３３が形成するマイクロフォン差し込み穴３
３ａにマイクロフォン２２が固定された棒状部材２１が差し込まれる。そして、マイクロ
フォン差し込み穴３３ａを介して差し込まれる棒状部材２１は、本体部１０の内側に固定
されている中空のパイプ３１内に収容される。このように、マイクロフォン２２が固定さ
れた棒状部材２１をマイクロフォン差し込み穴３３ａに差し込むことにより、本体部１０
にマイクロフォン２２を装着することができる。また、マイクロフォン差し込み穴３３ａ
からマイクロフォン２２が固定された棒状部材２１を引き出すことにより、本体部１０か
らマイクロフォン２２を取り外すことができる。すなわち、消音器１は、本体部１０に対
してマイクロフォン２２を着脱可能にしたものである。そして、差し込み口３３が形成す
るマイクロフォン差し込み穴３３ａは、本体部１０に対してマイクロフォン２２を着脱す
るマイクロフォン着脱手段として機能している。また、消音器１は、マイクロフォン２２
が固定された棒状部材２１をパイプ３１内において当該パイプ３１の軸方向に摺動するこ
とができる。すなわち、消音器１は、本体部１０内においてマイクロフォン２２の位置を
移動可能にしたものである。また、マイクロフォン２２が固定された棒状部材２１は、消
音器１の内部構成要素であっても良いし外部構成要素であっても良い。すなわち、マイク
ロフォン２２が固定された棒状部材２１を本体部１０と一緒に流通させても良いし、同棒
状部材２１を本体部１０とは別個に流通させても良い。
　以下、消音器１の構成を詳細に説明する。
【００１３】
　胴部１１は、胴部１１の内側に空洞１３を有する略円錐管形状の中空の管体である。こ
の胴部１１は、前端である大径側端１１ａから後端である小径側端１１ｂに向かってトラ
ンペットのベル３の内壁に沿うようにして外径および内径が小さくなっている。ここで、
管楽器（トランペット）におけるベル３とは、音量を増大させるために管楽器の管の径が
徐々に広げられた呼気の排出口付近の部分のことを言う。後端である小径側端１１ｂは開
口している。小径側端１１ｂ近傍の胴部１１の外側面には、胴部１１の軸の周りに亙って
柔軟な素材からなる取り付け部１４が設けられている。消音器１は、後端である小径側端
からトランペットのベル３内に挿入される。そして、取り付け部１４を介して小径側端１
１ｂ近傍の胴部１１は、トランペットのベル３の内壁に固定される。
【００１４】
　底部１２は、皿状であり、皿の底の部分が消音器１の軸近傍に位置している。また、底
部１２の縁の部分は、胴部１１の大径側端１１ａと接着剤等により接合されている。底部
１２は、胴部１１の前端である大径側端１１ａを閉塞する閉塞部として機能し、大径側端
１１ａは閉塞端となっている。また、底部１２は、胴部１１がトランペットのベル３の内
壁に固定されたときにベル３の端面近傍に位置する。より詳細には、底部１２と胴部１１
の接合部近傍がベル３の端面に位置し、底部１２は、当該底部１２が湾曲している分だけ
ベル３の端面よりも外側（前方側）に突出する。
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【００１５】
　底部１２の内壁には、一端が底部１２の内壁近傍において開口されているＵ字パイプ１
６の他端が固定されている。底部１２のＵ字パイプ１６が固定されている部分には、貫通
孔１５が設けられている。Ｕ字パイプ１６の内径および貫通孔１５の径は、トランペット
のマウスピースの最小内径と同径以上となっている。トランペットのマウスピースから吹
き込まれトランペット内を通過し、消音器１の胴部１１の小径側端１１ｂから消音器１内
の空洞１３に導入された呼気は、Ｕ字パイプ１６を通過し貫通孔１５から消音器１の外部
の空間に排出される。
【００１６】
　底部１２の中心には、底部１２を貫通する略円筒形状の差し込み口３３が設けられてい
る。この差し込み口３３により消音器１の内側の空間と外側の空間とを連通するマイクロ
フォン差し込み穴３３ａが形成される。すなわち、このマイクロフォン差し込み穴３３ａ
は、本体部１０の前端を閉塞する閉塞部である底部１２において開口している穴であって
、棒状部材２１を差し込むための穴である。マイクロフォン差し込み口３３は、マイクロ
フォン２２が固定された棒状部材２１を消音器１外から消音器１内に導く入口としての役
割を果たすとともに、底部１２と棒状部材２１との間の隙間を少なくし消音器１内の気密
を保つ役割を果たす。
【００１７】
　パイプ３１は、円筒形状をなしている中空の管体である。パイプ３１は、胴部１１の内
側に収容され、胴部１１の軸に沿って配置されている。パイプ３１の軸方向の長さは、胴
部１１の軸方向の長さよりも長くなっている。パイプ３１の一端は、差し込み口３３の内
側端（すなわち本体部１０の内側）に固定されている。このパイプ３１の差し込み口３３
側の端部は開口しており、差し込み口３３を介してパイプ３１の内側の空間と消音器１の
外側の空間とが連通している。パイプ３１の内径は、差し込み口３３の内径と略同径とな
っている。パイプ３１の他端には、音程調節部３４が固定されている。パイプ３１の音程
調節部３４側の端部には、パイプ３１の軸へ向かう方向に延びた爪部３２が設けられてい
る。パイプ３１の音程調節部３４側の端部における爪部３２の内側には、パイプ３１の内
側の空間と消音器１をベル３に装着したときにおけるベル３内の空間とを連通させる開口
部が形成される。パイプ３１の側面には、パイプ３１の内側の空間と外側の空間とを連通
させる開口部３５が設けられている。この開口部３５を介してパイプ３１の外側の空間か
らパイプ３１の内側の空間へ音波が入射する。開口部３５は、例えば、パイプ３１の軸に
沿った穴がパイプ３１の軸の周りに沿って複数設けられたものであるが、音波が十分にパ
イプ３１内に入射されるものであれば良く、この態様に限られない。
【００１８】
　音程調節部３４は、略円錐管形状の中空の管体である。音程調節部３４は、内側にパイ
プ３１を収容しており、本体部１０の胴部１１よりもベル３の後端側に配置されている。
音程調節部３４は、前端である大径側端３４ａから後端である小径側端３４ｂに向かって
ベル３の内壁に沿うようにして外径および内径が小さくなっている。大径側端３４ａは開
口しており、小径側端３４ｂはパイプ３１における本体部１０の内側に固定される端の反
対側の端に固定されて閉塞している。従って、音程調節部３４は、本体部１０がベル３に
固定された状態において、ベル３の内壁に向けて張り出した外周面を有している。この音
程調節部３４は、消音器１を装着して吹奏したときの音程が消音器１を装着しないで吹奏
したときの音程からずれるのを抑制するために設けられる。また、音程調節部３４の大径
側端３４ａと胴部１１の小径側端１１ｂとの間には間隙がある。この間隙は、ベル３内の
呼気および音を消音器１内に導く消音器１の入り口として機能する。
【００１９】
　マイクロフォンユニット２０は、棒状部材２１とマイクロフォン２２とマイクロフォン
カプセル２３と信号線２４とパッキン２５とから構成されている。棒状部材２１は、パイ
プ３１の内径および差し込み口３３の内径よりも若干小さな外径を有する細長い丸棒状の
部材である。棒状部材２１の軸方向の長さは、パイプ３１の軸方向の長さよりも長くなっ
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ている。棒状部材２１の先端には、マイクロフォンカプセル２３が固定されている。マイ
クロフォンカプセル２３は、棒状部材２１の外径と同径以下の外径を有する円筒形の容器
である。マイクロフォンカプセル２３の中にはマイクロフォン２２が格納されている。す
なわち、マイクロフォン２２は棒状部材２１に固定されている。マイクロフォン２２は、
例えば、無指向性のマイクロフォンである。マイクロフォンカプセル２３の正面は、マイ
クロフォン２２が収音し易いように少なくとも一部が開口している。マイクロフォン２２
に接続された信号線２４は、棒状部材２１の内部を通り棒状部材２１の根元からパッキン
２５を介して棒状部材２１の外部に連続している。この信号線２４は、ヘッドホンアンプ
などの外部装置に接続される。
【００２０】
　棒状部材２１は、マイクロフォンカプセル２３側から差し込み口３３のマイクロフォン
差し込み穴３３ａに差し込まれて、パイプ３１内に収容される。図１は、マイクロフォン
カプセル２３が爪部３２に当接するまで差し込まれた状態を示している。図１に示すよう
に、マイクロフォンカプセル２３が爪部３２に当接すると、パイプ３１の音程調節部３４
側の端部における開口部は、棒状部材２１の先端に固定されているマイクロフォン２２（
より正確には、マイクロフォンカプセル２３）により閉塞される。パイプ３１の音程調節
部３４側の端部における開口部が閉塞されると、音程調節部３４が適切に機能する。また
、棒状部材２１は、パイプ３１内に収容されている当該棒状部材２１をその根元側方向（
ベル３の前方）に引っ張ることでパイプ３１から引き出される。
【００２１】
　棒状部材２１は、差し込み口３３において消音器１内の空間の気密を確保しつつ、パイ
プ３１の中でパイプ３１の軸方向に摺動可能である。すなわち、パイプ３１は、棒状部材
２１を支えて棒状部材２１の姿勢を維持させるとともに、棒状部材２１の移動をガイドす
る役割を果たす。このため、当該消音器１の消音機能を確保しつつ、棒状部材２１の先端
に固定されているマイクロフォン２２をパイプ３１の軸方向の各位置に連続的に移動させ
ることができる。すなわち、マイクロフォン２２を消音器１内における消音器１の軸方向
（ベル３の軸方向）の隅から隅まで（具体的には差し込み口３３から音程調節部３４の小
径側端３４ｂまで）連続的に移動させることができる。そして、マイクロフォン２２を移
動した位置における音質の音を収音することができる。
　以上が、消音器１の構成である。
【００２２】
　次に、本実施形態による消音器１の動作について説明する。図１に示すように、マイク
ロフォンカプセル２３がパイプ３１の爪部３２に当接するまで棒状部材２１をパイプ３１
内に挿入した場合、マイクロフォン２２は、音程調節部３４の小径側端３４ｂに配置され
る。この場合、マイクロフォン２２は、主に、パイプ３１の音程調節部３４側の端部にお
ける開口部およびマイクロフォンカプセル２３の正面の開口部を介してベル３内からマイ
クロフォン２２に到達する音（すなわちベル３内からの直接音）を収音する。また、マイ
クロフォン２２は、胴部１１の小径側端１１ｂと音程調節部３４の大径側端３４ａとの間
の間隙を介してベル３内から消音器１内に入り、胴部１１の小径側端１１ｂから胴部１１
内の空間１３に入り、底部１２の内壁で反射し、胴部１１の小径側端１１ｂと音程調節部
３４の大径側端３４ａとの間の間隙を介して消音器１内からベル３内に入り、パイプ３１
の音程調節部３４側の端部における開口部およびマイクロフォンカプセル２３の正面の開
口部を介してベル３内からマイクロフォン２２に到達する音（すなわち底部１２の内壁で
反射した間接音）も収音する。そして、マイクロフォン２２の位置が底部１２から離れて
いるため、ベル３内からの直接音と底部１２の内壁で反射した間接音との間に経路差が生
じ当該直接音と間接音とが干渉する。
【００２３】
　また、消音器１の入り口付近（胴部１１の小径側端１１ｂと音程調節部３４の大径側端
３４ａとの間の間隙付近）の空気をマスとし、消音器１内部の空気をバネとするヘルムホ
ルツ共鳴が生じる。
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【００２４】
　図２～４は、棒状部材２１を摺動してマイクロフォン２２の位置を変えたときの消音器
１の構成を示す縦断面図である。図２は、マイクロフォン２２を胴部１１の小径側端１１
ｂの端面近傍に配置した状態を示し、図３は、マイクロフォン２２を底部１２近傍に配置
した状態を示し、図４は、棒状部材２１をパイプ３１から引き出してマイクロフォン２２
を本体部１０から取り外した状態を示す。
【００２５】
　図２に示すように、マイクロフォン２２を胴部１１の小径側端１１ｂの端面近傍に配置
する場合、パイプ３１の音程調節部３４側の端部における開口部に当該開口部を閉塞する
キャップ３６を取り付けてから消音器１をトランペットに装着する。これは、パイプ３１
の音程調節部３４側の端部における開口部を介してベル３内から消音器１内に呼気が導入
されないようにするためである。このキャップ３６を取り付けることにより、パイプ３１
の音程調節部３４側の端部における開口部をマイクロフォン２２により閉塞したとき（マ
イクロフォンカプセル２３を爪部３２に当接させたとき）の音程性能と同様の音程性能を
維持することができる。なお、キャップ３６は、当該キャップ３６を失くさないように紐
などにより消音器１に連結されていても良い。
【００２６】
　図２に示す場合、マイクロフォン２２は、胴部１１の小径側端１１ｂと音程調節部３４
の大径側端３４ａとの間の間隙を介してベル３内から消音器１内に入り、胴部１１の小径
側端１１ｂ近傍におけるパイプ３１の開口部３５を介してパイプ３１内に入り、マイクロ
フォンカプセル２３の正面の開口部を介してマイクロフォン２２に到達する音（すなわち
ベル３内からの直接音）を収音する。また、マイクロフォン２２は、胴部１１の小径側端
１１ｂと音程調節部３４の大径側端３４ａとの間の間隙を介してベル３内から消音器１内
に入り、胴部１１の小径側端１１ｂから胴部１１内の空間１３に入り、底部１２の内壁で
反射し、胴部１１の小径側端１１ｂ近傍におけるパイプ３１の開口部を介してパイプ３１
内に入り、マイクロフォンカプセル２３の正面の開口部を介してマイクロフォン２２に到
達する音（すなわち底部１２の内壁で反射した間接音）も収音する。そして、これら直接
音と間接音とが干渉する。また、図１の場合と同様にヘルムホルツ共鳴が生じる。
【００２７】
　図３に示すように、マイクロフォン２２を底部１２近傍に配置する場合も、図２と同様
にパイプ３１の音程調節部３４側の端部における開口部に当該開口部を閉塞するキャップ
３６を取り付ける。図３に示す場合、マイクロフォン２２は、主に、胴部１１の小径側端
１１ｂと音程調節部３４の大径側端３４ａとの間の間隙を介してベル３内から消音器１内
に入り、胴部１１の小径側端１１ｂから胴部１１内の空間１３に入り、底部１２近傍のパ
イプ３１の開口部３５を介してパイプ３１内に入り、マイクロフォンカプセル２３の正面
の開口部を介してマイクロフォン２２に到達する音（すなわちベル３内からの直接音）を
収音する。この場合、マイクロフォン２２の位置が底部１２近傍であるため、ベル３内か
らの直接音と底部１２の内壁で反射する間接音との間の経路差が少なく、直接音と間接音
との干渉の影響は少なくなる。
【００２８】
　図４に示すように、マイクロフォン２２を本体部１０から取り外した場合、パイプ３１
の音程調節部３４側の端部における開口部に当該開口部を閉塞するキャップ３６を取り付
ける。それとともに、マイクロフォン差し込み穴３３ａを閉塞するキャップ３７を差し込
み口３３の外側の端部に取り付ける。これは、パイプ３１の音程調節部３４側の端部にお
ける開口部を介してベル３内から消音器１内に呼気が導入されないようにするとともに、
マイクロフォン差し込み穴３３ａを介して消音器１内の呼気が消音器１外に排出されない
ようにするためである。これにより、マイクロフォン２２が本体部１０に装着されたとき
（棒状部材２１がマイクロフォン差し込み穴３３ａに差し込まれたとき）と同様な音程性
能を維持することができる。従って、マイクロフォン差し込み穴３３ａから棒状部材２１
を引き出し、キャップ３６および３７を取り付けることで、消音器１をマイクロフォン２
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２を有しない消音器１として機能させることができる。なお、キャップ３７は、キャップ
３６と同様に当該キャップ３７を失くさないように紐などにより消音器１に連結されてい
ても良い。
【００２９】
　図５は、マイクロフォン２２をパイプ３１の音程調節部３４側端、胴部１１の小径側端
１１ｂ近傍および底部１２近傍の各々の位置に移動させたときのシミュレーションによる
各周波数特性を示す図である。また、図６は、マイクロフォン２２をパイプ３１の音程調
節部３４側端、胴部１１の小径側端１１ｂ近傍および底部１２近傍の各々の位置に移動さ
せたときの実測による各周波数特性を示す図である。Ｆ１０およびＦ１１はマイクロフォ
ン２２を音程調節部３４側端に配置したときを示し、Ｆ２０およびＦ２１はマイクロフォ
ン２２を胴部１１の小径側端１１ｂ近傍に配置したときを示し、Ｆ３０およびＦ３１はマ
イクロフォン２２を底部１２近傍に配置したときを示す。
【００３０】
　マイクロフォン２２を音程調節部３４側端に配置したとき（Ｆ１０およびＦ１１）、２
００Ｈｚ近傍の低域にヘルムホルツ共鳴によるディップが生じる。また、３０００Ｈｚ近
傍の高域に、直接音と間接音との干渉によるディップが生じる。また、２０００Ｈｚ近傍
の高域において音圧レベルの低下は起こっていない。従って、マイクロフォン２２を音程
調節部３４側端に配置すると、こもった音にはなり難いが癖のある音質の音が得られる。
【００３１】
　マイクロフォン２２を胴部１１の小径側端１１ｂ近傍に配置したとき（Ｆ２０およびＦ
２１）、８００Ｈｚ近傍の中域にヘルムホルツ共鳴によるディップが生じる。また、音程
調節部３４側端に配置したときに比べ２０００Ｈｚ近傍の高域の音圧レベルが少し低下し
ている。また、高域に直接音と間接音との干渉によるディップが生じる。このため、音程
調節部３４側端に配置したときの音質とは異なる癖があり少しこもったような音質の音が
得られる。
【００３２】
　マイクロフォン２２を底部１２近傍に配置したとき（Ｆ３０およびＦ３１）、低域から
中域にかけてヘルムホルツ共鳴によるディップは生じていないが、２０００Ｈｚ近傍の高
域の音圧レベルが低下している。これは、消音器１の入り口（胴部１１の小径側端１１ｂ
と音程調節部３４の大径側端３４ａとの間の間隙）が狭く、マイクロフォン２２が配置さ
れている底部１２に向かって消音器１内の容積が拡大している影響といえる。また、直接
音と間接音との干渉によるディップは、実用上問題のない高域に生じる。従って、癖は少
ないがこもったような音質の音が得られる。
【００３３】
　マイクロフォン２２をパイプ３１内における音程調節部３４側端、胴部１１の小径側端
１１ｂ近傍および底部１２近傍のうちのいずれかに配置した場合について説明したが、マ
イクロフォン２２は、パイプ３１の軸に沿ってパイプ３１の音程調節部３４側端と差し込
み口３３側端との間を連続的に移動することができるため、音程調節部３４側端と差し込
み口３３側端との間の各々の位置における音質の音を自由に選んで収音することができる
のは勿論である。このとき、マイクロフォン２２の位置が差し込み口３３側端（底部１２
近傍）に近いほどこもった音になり易く、音程調節部３４側端に近いほど癖がある音にな
り易い。また、パイプ３１の音程調節部３４側の端部における開口部を塞ぐキャップ３６
は、パイプ３１の音程調節部３４側端を棒状部材２１の先端のマイクロフォン２２により
閉塞するとき以外のときに取り付けられる。
【００３４】
　このように、本実施形態による消音器１は、後端である小径側端１１ｂが開口しており
、小径側端１１ｂ側からベル３内に挿入される中空の本体部１０を有しており、マイクロ
フォン２２が固定された棒状部材２１を差し込むためのマイクロフォン差し込み穴３３ａ
が前端である大径側端１１ａを閉塞する底部１２において開口しており、本体部１０の内
側にマイクロフォン差し込み穴３３ａを介して差し込まれる棒状部材２１を収容する中空
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のパイプ３１が固定されている。そして、マイクロフォン差し込み穴３３ａは、本体部１
０に対してマイクロフォン２２を着脱するマイクロフォン着脱手段として機能している。
このため、棒状部材２１をマイクロフォン差し込み穴３３ａに差し込むことで本体部１０
にマイクロフォン２２を取り付けることができ、棒状部材２１をマイクロフォン差し込み
穴３３ａから引き出すことで本体部１０からマイクロフォン２２を取り外すことができる
。すなわち、本体部１０に対してマイクロフォン２２を着脱することができる。このため
、マイクロフォン２２を使用しない場合、マイクロフォン２２を取り外すことで、消音器
１の重量を軽くすることができ、ユーザの負担を軽減することができる。従って、マイク
ロフォン２２を使用するユーザとマイクロフォンを使用しないユーザの両方に対しても使
用することができる。
【００３５】
　また、棒状部材２１をパイプ３１の中で摺動させることにより、棒状部材２１に固定さ
れたマイクロフォン２２をパイプ３１の軸方向の各位置に連続的に移動させることができ
る。すなわち、消音器１内の底部１２近傍から音程調節部３４の小径側端３４ｂまでマイ
クロフォン２２を連続的に移動できる。これにより、消音器１の底部１２近傍から音程調
節部３４の小径側端３４ｂまで（消音器１の軸方向の隅から隅まで）の各位置における音
質の音の中からユーザの用途や好みにより適切な音質の音を自由に選んで収音することが
できる。例えば、音質に癖があってもこもったような音質よりも中高域の音がはっきり聴
こえる音質の音の方が用途や好みに合えば、音程調節部３４側端近傍にマイクロフォン２
２を配置すれば良い。また、長時間の演奏で耳が疲労してきた場合、マイクロフォン２２
を音程調節部３４側端近傍から底部１２近傍に移動させて中高域の音圧レベルが小さい音
にし、中高域の刺激を減らすような使い方をしても良い。また、マイクロフォン２２の出
力信号にエフェクトをかける場合、素直にエフェクトがかかるように、こもっていても癖
の少ない音質の音を得たいときには、マイクロフォン２２を底部１２近傍に位置させるよ
うにすれば良い。逆に、癖のある音質にエフェクトをかけて個性的な音質の音を得たいと
きには、音程調節部３４側端により近い位置にマイクロフォン２２を移動させれば良い。
【００３６】
　＜第２実施形態＞
　図７は、この発明の第２実施形態による消音器１Ａの構成を示す縦断面図である。本実
施形態による消音器１Ａは、棒状部材２１Ａに複数個（図７では３個）のマイクロフォン
２２ａ、２２ｂおよび２２ｃを設けた点において第１実施形態による消音器１と異なる。
【００３７】
　図７に示すように、マイクロフォン２２ａ～２２ｃが格納されたマイクロフォンカプセ
ル２３ａ～２３ｃは、棒状部材２１Ａの先端と、棒状部材２１Ａの中央近傍と、棒状部材
２１Ａの根元近傍の各々の位置に１個ずつ固定されている。このとき、棒状部材２１Ａの
先端以外の位置に固定されているマイクロフォンカプセル２３ｂおよび２３ｃの正面の位
置の棒状部材２１Ａには、マイクロフォン２２ｂおよび２２ｃが収音し易いように、マイ
クロフォンカプセル２３ｂおよび２３ｃの正面と棒状部材２１Ａの外部とを連通する開口
部２７ａおよび２７ｂが設けられている。そして、棒状部材２１Ａの先端のマイクロフォ
ンカプセル２３ａがパイプ３１の爪部３２に当接するまで棒状部材２１Ａをパイプ３１に
挿入したとき、棒状部材２１Ａの先端のマイクロフォン２２ａは、音程調節部３４の先端
に位置し、棒状部材２１Ａの中央近傍のマイクロフォン２２ｂは胴部１１の小径側端１１
ｂの端面近傍に位置し、棒状部材２１Ａの根元近傍のマイクロフォン２２ｃは、底部１２
近傍に位置する。すなわち、マイクロフォン２２ａ～２２ｃは、消音器１Ａ内において消
音器１Ａの軸方向（ベル３の軸方向）に各々配置されている。なお、図７では、マイクロ
フォン２２ａ～２２ｃおよびマイクロフォン２２ａ～２２ｃが格納されたマイクロフォン
カプセル２３ａ～２３ｃの数を各々３個としているが、２個であっても良いし、３よりも
大きな個数であっても良い。また、複数のマイクロフォン２２ａ～２２ｃの位置は図７に
示す位置に限られない。
【００３８】
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　本実施形態による消音器１Ａでは、マイクロフォン２２ａ～２２ｃの各々の出力信号が
信号線２４を介してヘッドホンアンプなどの外部装置に送られる。ユーザは、外部装置を
操作することにより、マイクロフォン２２ａ～２２ｃの各々の出力信号の中から１の出力
信号を選択することができる。例えば、棒状部材２１Ａの先端に設けられたマイクロフォ
ン２２ａの出力信号と棒状部材２１Ａの中央近傍に設けられたマイクロフォン２２ｂの出
力信号と棒状部材２１Ａの根元近傍に設けられたマイクロフォン２２ｃの出力信号との中
から棒状部材２１Ａの中央近傍に設けられたマイクロフォン２２ｂの出力信号のみを選択
する、という具合である。これにより、棒状部材２１Ａを差し込み口３３からベル３の前
方に大きく突出させることなくパイプ３１の軸方向の各位置における音質の音を自由に選
ぶことができる。そして、ユーザは、選択した出力信号が示す音質の音をヘッドホンなど
により聴くことができる。また、複数のマイクロフォン２２ａ～２２ｃの各々の出力信号
の中から１の出力信号を選択するとともに、棒状部材２１Ａをパイプ３１の中で摺動させ
ても良い。これにより、パイプ３１の軸方向の各位置における音質の音をさらに細かく選
ぶことができる。
【００３９】
　また、ユーザは、外部装置を操作することにより、複数のマイクロフォン２２ａ～２２
ｃの各々の出力信号の中から、２以上の出力信号を選択することもできる。この場合、選
択した２以上の出力信号をミックスした出力信号が得られる。例えば、棒状部材２１Ａの
先端に設けられたマイクロフォン２２ａの出力信号と棒状部材２１Ａの中央近傍に設けら
れたマイクロフォン２２ｂの出力信号とを選択すると、それらマイクロフォン２２ａの出
力信号とマイクロフォン２２ｂの出力信号とをミックスした出力信号が得られる、という
具合である。このとき、マイクロフォン２２ａ～２２ｃの出力信号のミックス比率を変え
ることができるようにしても良い。これにより、棒状部材２１Ａを差し込み口３３からベ
ルの前方に大きく突出させることなく、音質のバリエーションを増やすことができる。ま
た、マイクロフォン２２ａ～２２ｃの出力信号をミックスするとともに、棒状部材２１Ａ
をパイプ３１の中で摺動させても良い。これにより、音質のバリエーションをさらに増や
すことができる。各マイクロフォン２２ａ～２２ｃの出力信号をミックスするとき、位相
差がある出力信号をミックスすると干渉により意図しない音質となる恐れがあるため、各
マイクロフォン２２ａ～２２ｃの出力信号にディレイなどの信号処理を施した後にミック
スする、帯域毎に各マイクロフォン２２ａ～２２ｃの出力信号を割り当てる、などの処理
を行うとなお良い。
【００４０】
　また、本実施形態においても、棒状部材２１Ａをマイクロフォン差し込み穴３３ａに差
し込むことができ、また、棒状部材２１Ａをマイクロフォン差し込み穴３３ａから引き出
すことができるのは、第１実施形態と同様である。マイクロフォン差し込み穴３３ａがマ
イクロフォン着脱手段として機能するからである。従って、本実施形態においても第１実
施形態と同様の効果を奏する。
【００４１】
　なお、複数のマイクロフォン２２ａ～２２ｃの各々の出力信号の選択を外部機器におい
て行う態様について説明したが、複数のマイクロフォン２２ａ～２２ｃの各々の出力信号
の選択を行う手段を消音器１Ａに設けても良い。
【００４２】
　＜他の実施形態＞
　以上、この発明の第１および第２実施形態について説明したが、この発明には他にも実
施形態が考えられる。例えば次の通りである。
【００４３】
（１）上記各実施形態では、トランペット用の消音器１および１Ａを例に説明したが、ト
ランペット以外の管楽器に用いる消音器においても同様な消音器を設計することができる
のは勿論である。
【００４４】
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（２）上記各実施形態による消音器１および１Ａは、底部１２がベル３の端面近傍に位置
し音程調節部３４が設けられた消音器１および１Ａのマイクロフォン２２を着脱可能にし
たものである。しかし、底部１２がベル３の端面近傍にない消音器や音程調節部が設けら
れていない消音器のマイクロフォンを着脱可能にしても良い。図８は、音程調節部がなく
底部がベル３の端面から前方に大きく突き出した消音器１Ｂにおいてマイクロフォンを着
脱可能にした例を示す縦断面図である。この消音器１Ｂは、底部５２の中心の差し込み口
３３から胴部５１の軸に沿って胴部５１の開口端５１ｂまで達するパイプ３１を有してい
る。そして、マイクロフォン２２が固定された棒状部材２１を差し込み口３３が形成する
マイクロフォン差し込み穴３３ａに差し込むことができ、同棒状部材２１を同マイクロフ
ォン差し込み穴３３ａから引き出すことができる。また、棒状部材２１をパイプ３１の中
で摺動させることで、マイクロフォン２２をパイプ３１の軸方向における差し込み口３３
側端と開口端５１ｂ側端との間の各位置に移動することができる。従って、第１実施形態
と同様な効果を奏する。
【００４５】
（３）マイクロフォンユニット２０に電源（電池）４３および無線送信機４２を含む電装
部４１を搭載しても良い。図９は、この変形例による消音器１Ｃの構成を示す縦断面図で
ある。消音器１Ｃでは、電源４３および無線送信機４２を含む電装部４１が棒状部材２１
の根元に設けられている。この態様では、ユーザが無線受信機とヘッドホンアンプを有す
る装置を携帯することにより、マイクロフォンユニット２０とヘッドホンアンプとの間の
信号線を省略することができる。また、マイクロフォン２２を本体部１０から取り外すと
電装部４１も必然に取り外すことができる。従って、よりユーザの利便性が向上する。
【００４６】
（４）消音器１および１Ａの本体部１０に電源（電池）４３および無線送信機４２を含む
電装部４１を搭載しても良い。図１０は、この変形例による消音器１Ｄの構成を示す縦断
面図である。消音器１Ｄでは、電源４３および無線送信機４２を含む電装部４１が差し込
み口３３の外側端に固定されている。また、電装部４１には、マイクロフォンユニット２
０からの信号線２４が接続される。なお、電装部４１は、本体部１０と一体となっていて
も良いし、本体部１０に対して着脱可能であっても良い。この態様では、マイクロフォン
ユニット２０からの信号線２４の長さを短くすることができる。また、電装部４１をマイ
クロフォンユニット２０に設けた場合に比べ、管楽器に近い位置に電装部４１が位置する
ため、ユーザが消音器１Ｄを装着した管楽器を保持したときのバランスがベル３の端面よ
りも前方側に偏ることを少なくすることができる。従って、よりユーザの利便性が向上す
る。
【００４７】
（５）上記各実施形態による消音器１および１Ａでは、棒状部材２１をパイプ３１の中で
摺動することでマイクロフォン２２を移動させていた。しかし、マイクロフォン２２の移
動はこの態様に限られない。例えば、棒状部材２１の側面と、差し込み口３３の内壁ある
いはパイプ３１の内壁との各々にネジ山を施し、棒状部材２１をパイプ３１の中で回転す
ることにより棒状部材２１をパイプ３１の軸方向に移動させるようにしても良い。
【００４８】
（６）マイクロフォンユニット２０の棒状部材２１の側面には、目盛や目印となる表示を
設けても良い。目印となる表示は、例えば、マイクロフォン２２により得られる音質の種
類により棒状部材２１の側面の色を変えるなどが挙げられる。目盛や目印となる表示を設
けることで、パイプ３１の中で移動するマイクロフォン２２の位置や得られる音質の種類
などをより容易に把握することができる。また、目盛や目印となる表示が示す位置を覚え
ておくことで、マイクロフォン２２の位置を変えてしまってもマイクロフォン２２を再度
元の位置に戻すことができる。
【００４９】
（７）上記各実施形態による消音器１および１Ａは、パイプ３１の音程調節部３４側端に
爪部３２を設け、パイプ３１内に挿入した棒状部材２１が爪部３２よりもさらにベル３の
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後端方向に摺動しないようにしていた。しかし、パイプ３１の音程調節部３４側端に爪部
３２を設けず、パイプ３１内に挿入した棒状部材２１の先端に固定されたマイクロフォン
２２をパイプ３１の音程調節部３４側端よりもさらにベル３の後端方向に位置させること
ができるようにしても良い。マイクロフォン２２をパイプ３１の音程調節部３４側端より
もさらにベル３の後端方向に位置させると、ヘルムホルツ共鳴によるディップが減少し、
直接音と間接音との干渉によるディップがより低域側にシフトした音質の音を収音するこ
とができる。
【００５０】
（８）上記各実施形態による消音器１および１Ａは、消音器１および１Ａの軸方向の長さ
と同程度の長さを有するパイプ３１を有していた。しかし、パイプ３１の長さは、消音器
の軸方向の長さよりも短くても良いし、消音器の軸方向の長さよりも長くても良い。パイ
プ３１は、棒状部材２１および２１Ａを支えることができれば良いからである。例えば、
音程調節部３４を設けない消音器にパイプ３１を設ける場合において、パイプ３１の長さ
を消音器の軸方向の長さよりも短くする態様、あるいは長くする態様などが考えられる。
パイプ３１の長さを消音器の軸方向の長さよりも短くする場合、パイプ３１の先端に爪部
３２を設けないようにすることが好ましい。マイクロフォン２２および２２ａ～２２ｃが
固定された棒状部材２１および２１Ａを差し込み口３３に差し込んだときに、マイクロフ
ォン２２および２２ａ～２２ｃがパイプ３１の先端を越えて消音器の後端方向に移動する
のを阻害しないようにするためである。
【００５１】
　また、パイプ３１を消音器に設けないようにしても良い。少なくとも、消音器の前端を
閉塞する閉塞部（底部１２）にマイクロフォン２２および２２ａ～２２ｃが固定された棒
状部材２１および２１Ａを差し込むためのマイクロフォン差し込み穴３３ａがあれば、消
音器の本体部１０に対してマイクロフォン２２および２２ａ～２２ｃを着脱可能にするこ
とができるからである。また、差し込み口３３が形成するマイクロフォン差し込み穴３３
ａに棒状部材２１および２１Ａを差し込むときの差し込み程度を調整することにより、マ
イクロフォン２２および２２ａ～２２ｃを消音器内の各位置に移動することができ、ユー
ザ毎の用途や好みに従った音質の音を収音することができるからである。パイプ３１を消
音器に設けない場合、差し込み口３３の軸方向の長さを差し込み口３３が棒状部材２１お
よび２１Ａを支えるのに十分な長さとすることが好ましい。差し込み口３３を介して差し
込まれる棒状部材２１および２１Ａおよびマイクロフォン２２および２２ａ～２２ｃの消
音器内における姿勢を維持するためである。
【００５２】
（９）上記各実施形態による消音器１および１Ａでは、本体部１０に対してマイクロフォ
ン２２および２２ａ～２２ｃを着脱するマイクロフォン着脱手段としてマイクロフォン２
２および２２ａ～２２ｃが固定された棒状部材２１および２１Ａを差し込むためのマイク
ロフォン差し込み穴３３ａが本体部１０に設けられていた。しかし、マイクロフォン着脱
手段は、この態様に限られず、種々の態様としても良い。また、マイクロフォン着脱手段
は、本体部１０に設けられる態様に限られず、本体部１０とは別個に設けられていても良
い。例えば、マイクロフォン着脱手段を別の構成により実現するものとして図１１に示す
消音器１Ｅが考えられる。図１１（Ａ）は、この変形例における消音器１Ｅの構成を示す
縦断面図であり、図１１（Ｂ）は、同消音器１Ｅの後端側から一部を透視して見たときの
同消音器１Ｅの構成を示す透視背面図である。
【００５３】
　本体部１０Ｅは、円錐管形状の胴部１１Ｅと、胴部１１Ｅの前端である大径側端１１Ｅ
ａを閉塞する底部１２Ｅとから構成されている。胴部１１Ｅの後端である小径側端１１Ｅ
ｂは開口している。本実施形態における底部１２は、第１および第２実施形態において設
けられていたマイクロフォン差し込み穴３３ａを有しない。
【００５４】
　マイクロフォンユニット２０Ｅは、マイクロフォンカプセル２３Ｅと、支持部材２６Ｅ
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とから構成されている。マイクロフォンカプセル２３Ｅは、円筒形の容器である。マイク
ロフォンカプセル２３Ｅには、マイクロフォンと、マイクロフォンの出力信号を無線によ
り外部装置に送信する無線送信機と、無線送信機を動作させる電源（電池）とが格納され
ている（何れも図示略）。
【００５５】
　本実施形態による消音器１Ｅでは、支持部材２６Ｅがマイクロフォン着脱手段としての
役割を果たす。支持部材２６Ｅは、大径パイプ２６Ｅａ内に小径棒２６Ｅｂが挿入される
入子状をなしている。支持部材２６Ｅの大径パイプ２６Ｅａ内には、バネなどの弾性部材
２６Ｅｃが格納されている。また、大径パイプ２６Ｅａと小径棒２６Ｅｂは、大径パイプ
２６Ｅａから小径棒２６Ｅｂが分離しないように係合している。支持部材２６Ｅは、通常
時、大径パイプ２６Ｅａ内に格納されている弾性部材２６Ｅｃの付勢力により大径パイプ
２６Ｅａ内から小径棒２６Ｅｂが押し出され、当該支持部材２６Ｅの長さが最も長くなっ
ている。この支持部材２６Ｅは、弾性部材２６Ｅｃの付勢力に抗して小径棒２６Ｅｂを大
径パイプ２６Ｅａ内に収容するように操作することにより、当該支持部材２６Ｅの長さを
短くすることができる。また、支持部材２６Ｅは、マイクロフォンカプセル２３Ｅの軸の
周りに沿った方向の９０度毎に配置されており、大径パイプ２６Ｅａにおける小径棒２６
Ｅｂ側端の反対側の端がマイクロフォンカプセル２３Ｅの側面に固定されている。すなわ
ち、マイクロフォンは、支持部材２６Ｅに固定されている。また、小径棒２６Ｅｂにおけ
る大径側パイプ２６Ｅａ側端の反対側の端（支持部材２６Ｅの先端）には、ウレタンやゴ
ムなどの柔軟な素材からなる取り付け部２６Ｅｄが固定されている。また、通常時、１の
支持部材２６Ｅの先端の取り付け部２６Ｅｄから、当該支持部材２６Ｅに対してマイクロ
フォンカプセル２３Ｅの軸の周りに沿った方向における１８０度の位置に配置された支持
部材２６Ｅの先端の取り付け部２６Ｅｄまでの距離は、胴部１１Ｅの大径側端１１Ｅａに
おける内径よりも大きくなっている。また、弾性部材２６Ｅｃの付勢力に抗して支持部材
２６Ｅの長さを短くすることにより、同１８０度の位置に配置された取り付け部２６Ｅｄ
間の距離を、胴部１１Ｅの小径側端１１Ｅｂにおける内径よりも小さくすることができる
。
【００５６】
　次に、消音器１Ｅにおけるマイクロフォンの着脱について説明する。消音器１Ｅにマイ
クロフォンを装着する場合は、まず、各支持部材２６Ｅの小径棒２６Ｅｂを弾性部材２６
Ｅｃの付勢力に抗して大径パイプ２６Ｅａ内に収容するように操作して、各支持部材２６
Ｅの長さを短くする。次に、開口している胴部１１Ｅの小径側端１１Ｅｂを介して各支持
部２６Ｅの長さを短くしたマイクロフォンユニット２０Ｅを胴部１１Ｅの外部から胴部１
１Ｅ内に挿入する。このとき、マイクロフォンユニット２０Ｅを挿入する程度を調整する
ことにより、マイクロフォン（マイクロフォンカプセル２３Ｅ）を胴部１１Ｅの軸方向に
おける各位置（具体的には底部１２Ｅ近傍から小径側端１１Ｅｂまで）に配置することが
できる。次に、胴部１１Ｅ内において各支持部２６Ｅの軸が胴部１１Ｅの軸に対して垂直
になるようにマイクロフォンユニット２０Ｅの姿勢を調整する。次に、各支持部材２６Ｅ
において、弾性部材２６Ｅｃの付勢力に抗するように小径棒２６Ｅｂに加えた力を抜くよ
うに操作する。このようにすると、各支持部材２６Ｅにおける小径棒２６Ｅｂは、弾性部
材２６Ｅｃにより大径パイプ２６Ｅａから押し出される方向（すなわち、胴部１１Ｅの軸
から遠ざかる方向）に付勢されて、その方向に移動する。そして、弾性部材２６Ｅｃの付
勢力により、各支持部材２６Ｅの先端の取り付け部２６Ｅｄが胴部１１Ｅの内壁に押し付
けられる。このようにして、支持部材２６Ｅが胴部１１Ｅの内壁に固定されることにより
、本体部１０Ｅに対してマイクロフォンが装着される。
【００５７】
　一方、マイクロフォンを本体部１０Ｅから取り外すときは、マイクロフォンを装着する
操作と逆順の操作を行えば良い。すなわち、胴部１１Ｅの内壁に固定されているマイクロ
フォンユニット２０Ｅの各支持部材２６Ｅの長さを短くするように操作し、マイクロフォ
ンユニット２０Ｅを胴部１１Ｅの小径側端１１Ｅｂを介して胴部１１Ｅ内から胴部１１Ｅ
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の外部に取り出すようにすれば良い。
【００５８】
　このように、この変形例の消音器１Ｅでは、マイクロフォンが固定され、かつ、本体部
１０Ｅ（胴部１１Ｅ）の軸から遠ざかる方向に付勢されて本体部１０Ｅ（胴部１１Ｅ）の
内壁に当接する支持部材２６Ｅをマイクロフォン着脱手段として機能させている。この態
様では、支持部材２６Ｅを付勢状態で胴部１１Ｅの内壁に当接することにより、支持部材
２６Ｅに固定されたマイクロフォンを本体部１０Ｅに装着することができ、支持部材２６
Ｅを付勢力に抗するように操作することにより、支持部材２６Ｅに固定されたマイクロフ
ォンを本体部１０Ｅから取り外すことができる。従って、この態様においても、第１実施
形態と同様の効果を奏する。なお、消音器１Ｅの支持部材２６Ｅは、大径パイプ２６Ｅａ
と小径棒２６Ｅｂとが入子状をなし、大径パイプ２６Ｅａ内に弾性部材２６Ｅｃを有する
ものであったが、支持部材２６Ｅはこの態様に限られない。支持部材２６Ｅは、本体部１
０Ｅの軸から遠ざかる方向に付勢されて本体部１０Ｅの内壁に当接するものであれば良い
からである。
【００５９】
（１０）上記各実施形態による消音器１および１Ａのマイクロフォン２２および２２ａ～
２２ｃは、無指向性のマイクロフォンであった。しかし、マイクロフォン２２および２２
ａ～２２ｃの各々を指向性のマイクロフォンにしても良い。例えば、棒状部材２１の先端
にベル３の後端方向に向けて単一指向性のマイクロフォンを固定した場合、ベル３内から
の直接音に対して底部１２の内壁で反射した間接音の音圧レベルを低減させて収音するこ
とができると考えられる。従って、直接音と間接音の干渉の影響は減少し、底部１２の内
壁から離れた位置にマイクロフォンを配置するときの音質の癖を低減することができる。
なお、この態様では、マイクロフォンカプセル２３の正面だけでなく同背面にも開口部を
設ける必要がある。このため、高湿度の消音器内での使用に耐え得るようにマイクロフォ
ンカプセル２３の防水対策を十分にすることが好ましい。
【００６０】
（１１）上記各実施形態による消音器１および１Ａは、本体部１０に対してマイクロフォ
ン２２および２２ａ～２２ｃを着脱可能であり、かつ、マイクロフォン２２および２２ａ
～２２ｃを胴部１１の軸方向に移動可能であった。しかし、消音器は、本体部１０に対し
てマイクロフォン２２および２２ａ～２２ｃを着脱可能であるがマイクロフォン２２およ
び２２ａ～２２ｃを胴部１１の軸方向に移動不可能である態様であっても良いし、マイク
ロフォン２２および２２ａ～２２ｃを胴部１１の軸方向に移動可能であるが本体部１０に
対してマイクロフォン２２および２２ａ～２２ｃを着脱不可能である態様であっても良い
。
【００６１】
（１２）上記第２実施形態による消音器１Ａは、棒状部材２１Ａに複数のマイクロフォン
２２ａ～２２ｃを設けていた。しかし、複数のマイクロフォンをパイプ３１に設けても良
い。この態様では、本体部１０に対してマイクロフォンを着脱不可能となるが、複数のマ
イクロフォンのうちいずれかのマイクロフォンを選択する、または複数のマイクロフォン
の出力信号をミックスすることによりパイプ３１の軸方向の各位置における音質の音を選
ぶことができる。すなわち、マイクロフォンをパイプ３１の軸方向に移動したときと同様
な効果が得られる。
【符号の説明】
【００６２】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ…消音器、３…ベル、１０，１０Ｅ…本体部、１１
，５１，１１Ｅ…胴部、１１ａ，３４ａ，１１Ｅａ…大径側端、１１ｂ，３４ｂ，１１Ｅ
ｂ…小径側端、１２，５２，１２Ｅ…底部、１３…空洞、１４…取り付け部、１５…貫通
孔、１６…Ｕ字パイプ、２０，２０Ｅ…マイクロフォンユニット、２１…棒状部材、２２
，２２ａ，２２ｂ，２２ｃ…マイクロフォン、２３，２３ａ，２３ｂ，２３ｃ，２３Ｅ…
マイクロフォンカプセル、２４…信号線、２５…パッキン、２６Ｅ…支持部材、２６Ｅａ
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…大径パイプ、２６Ｅｂ…小径棒、２６Ｅｃ…弾性部材、２６Ｅｄ…取り付け部、３１…
パイプ、３２…爪部、３３…差し込み口、３３ａ…マイクロフォン差し込み穴、３４…音
程調節部、３５，２７ａ，２７ｂ…開口部、３６，３７…キャップ、４１…電装部、４２
…無線送信機、４３…電源、５１ｂ…開口端、Ｆ１０，Ｆ１１…音程調節部側端近傍の周
波数特性、Ｆ２０，Ｆ２１…胴部の小径側端の端面近傍の周波数特性、Ｆ３０，Ｆ３１…
底部近傍の周波数特性。
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