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(57)【要約】
　弦鳴楽器に属する楽器であって、応力及び歪みが軽減
され、容易に組み立てられる楽器を提供する。スライデ
ィング・サドルシステムと、調整可能なストラットとに
よって、響板における応力を軽減する。オフセット・ヘ
ッドを備え、弦をブリッジに対して垂直にすることを可
能とし、また、楽器の応力及び歪みを軽減している。響
板と裏板は、一体のカーフィングを備える。これによっ
て、アコースティック楽器に、ボイスコイルと可動磁石
を採用することが可能となる。さらに、この楽器を製作
する方法を提供する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弦鳴楽器のスライディング・サドルシステムであって、ネックと響板と共鳴胴とを備え
、
　スライディング・サドルシステムは、
　ｉ）響板の内面に接続するブリッジプレートと、
　ｉｉ）響板に配置され、弦を受容し、それを響板のスロットを通して誘導する開口を備
えるサドルと、
　ｉｉｉ）弦を保持し、ブリッジプレートとスライド可能に係合しているアンダーブロッ
クと、
　ｉｖ）サドルをアンダーブロックに接続する調整可能なコネクタであって、使用の際に
はアンダーブロックがブリッジプレート上の位置にスライドされて、コネクタを締めるこ
とで、サドルが響板上で位置決めされるコネクタと、を含む組み合わせを少なくとも１組
有する
　ことを特徴とするスライディング・サドルシステム。
【請求項２】
　６組の組み合わせを有する
　請求項１に記載のスライディング・サドルシステム。
【請求項３】
　それぞれの組み合わせのサドルに、トランスデューサを備える
　請求項２に記載のスライディング・サドルシステム。
【請求項４】
　ブリッジプレートは、単一のユニットであって、サドルの長手軸に垂直なテーパを有す
る楔形である
　請求項２に記載のスライディング・サドルシステム。
【請求項５】
　ヘッドと、ネックと、ブリッジと、少なくとも１本の弦と、共鳴胴と、を備える弦鳴楽
器であって、
　共鳴胴は、側板と裏板と響板とを有し、響板はサウンドホールを備え、楽器は、改良と
してストラットを含み、そのストラットは共鳴胴内に収容されて、ネックの遠位端と、共
鳴胴の遠位端に装着されたエンドブロックとの間に延在し、また、ストラットは、ストラ
ットを響板に近づける調整と響板から遠ざける調整を可能にするようにエンドブロックに
接続されて、ネックアングル及び弦高が調整される
　ことを特徴とする楽器。
【請求項６】
　楽器はギターである
　請求項５に記載の楽器。
【請求項７】
　サウンドホールの遠位側に少なくとも１つのスロットと、スライディング・サドルシス
テムとを備え、スライディング・サドルシステムは、
　ｉ）響板の内面に接続されたブリッジプレートと、
　ｉｉ）スロット付近の響板上にスライド可能に配置されたサドルであって、弦を受容し
、それを響板のスロットを通して誘導する開口を備えるサドルと、
　ｉｉｉ）弦を保持するアンダーブロックであって、ブリッジプレートとスライド可能に
係合しているアンダーブロックと、
　ｉｖ）サドルをアンダーブロックに接続する調整可能なコネクタと、を含む組み合わせ
を少なくとも１組有する
　請求項６に記載の楽器。
【請求項８】
　ヘッドがオフセットを有する
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　請求項７に記載の楽器。
【請求項９】
　ヘッドは、２本の弦がオフセット付近で終端し、４本の弦がオフセットと反対側で終端
して、６本の弦を受容する
　請求項８に記載の楽器。
【請求項１０】
　響板と裏板とが、一体のカーフィング・ユニットを有する
　請求項７に記載の楽器。
【請求項１１】
　ネックが、一体の指板を有する
　請求項７に記載の楽器。
【請求項１２】
　各サドル上に配置されたトランスデューサを備える
　請求項７に記載の楽器。
【請求項１３】
　少なくとも１つのボイスコイルと可動磁石を備える
　請求項１１に記載の楽器。
【請求項１４】
　響板に周縁トーン溝を備える
　請求項１１に記載の楽器。
【請求項１５】
　弦鳴楽器のネック用のヘッドであって、オフセット側と、反対側と、を有し、使用時に
弦がネックと平行になるように、オフセット側には、より少ない数のチューニングキーを
受容する
　ことを特徴とするヘッド。
【請求項１６】
　ヘッドは、オフセット側に２つのチューニングキーを受容し、反対側に４つのチューニ
ングキーを受容する
　請求項１５に記載のヘッド。
【請求項１７】
　弦鳴楽器を製作する方法であって、弦鳴楽器は、ヘッドと、ネックと、ブリッジと、共
鳴胴とを備え、共鳴胴は、側板と裏板と響板とを有し、響板は、サウンドホールと、サウ
ンドホールの遠位側の少なくとも１つのスロットとを有し、
　スロット付近で、響板の下面にブリッジプレートを取り付けることと、
　裏板と響板とを、側板に取り付けることで、共鳴胴開口を有する共鳴胴を提供すること
と、
　ネック遠位端において、ネックにストラットを接続することと、
　共鳴胴開口を通して、共鳴胴内にストラットとネックを導入し、これをその内部に装着
することと、
　スロットの周辺に少なくとも１つのサドルとアンダーブロックとを配置し、このとき、
アンダーブロックをブリッジプレートの下に配置することと、
　サドルをアンダーブロックに装着することと、を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　ネックアングル及び弦高を調整することを含む
　請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　サドルとアンダーブロックの配置を調整することを含む
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
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　一体のカーフィング・ユニットを備える響板及び裏板を準備することを含む
　請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弦楽器に関し、スライディング・サドルシステム、インテリア・ストラット
、オフセット・ヘッドを実現することにより、響板における応力及び歪みを軽減する。具
体的には、スライディング・サドル、インテリア・ストラット、オフセット・ヘッドを備
えるギターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アコースティック弦楽器は、弦によって生じる高い応力及び歪みを受ける。楽器をチュ
ーニングするときに、弦を締めると、ネックと共鳴胴との間で力が発生することにつなが
る。その力を直接受けるのはブリッジである。次いで、その力は響板に間接的に作用する
。このことは、ブリッジと響板の両方の損傷につながることがある。極端な場合には、楽
器のネックと共鳴胴との間の接合部分を損傷することによって、ネックにも影響し得る。
【０００３】
　ギターの響板と裏板の内面には、その力に対処するためのブレイシングが施される。裏
板の内面には複雑なパターンのブレイシングが用いられる。楽器の製作において、弦楽器
職人は、楽器のチューニングのため、ブレイシングの成形にかなりの時間を費やす。この
作業を軽減するため、Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓ（特許文献１）は、カーフィングとバインディ
ングとブレイシングとを組み合わせたブレイシングシステムを提供している。１つのユニ
ットは響板に用いるためのものであり、第２のユニットは裏板に用いるためのものである
。
【０００４】
　特許文献２では、共鳴胴内でギターのブリッジとネックに取り付けられ、好ましくはケ
ブラー、カーボンファイバ、または類似の非弾性材で構成された追加のストリングまたは
ケーブルを使用することによって、力のカウンタバランスのためにブレイシングシステム
を用いている。ブラケットが、楽器の共鳴胴の内部に配置されて、楽器のブリッジの底部
に取り付けられる。これは、非弾性ストリングによってアジャスタブル・ブレースに接続
される。弦にかかる張力をアジャスタブル・ブレースによって調整することで、張力のカ
ウンタバランス量を制御することができる。このシステムは、単に力をカウンタバランス
するだけであって、力を軽減するものではない。
【０００５】
　楽器への応力の別の原因は、ヘッドとブリッジとの間で、弦がブリッジに垂直となるよ
うなアライメントが得られないことによって生じる。これによって、弦による捩り力がブ
リッジと共鳴胴に作用する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６３３３４５４号
【特許文献２】米国特許第７４６２７６７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　多くの楽器が、ブリッジ及び響板への力と、ネック及び共鳴胴への力という２つの力に
よって損傷されるにもかかわらず、弦楽器業界は、作用する力を軽減するための変更を実
施することに消極的であり、楽器が健全であることよりも楽器の「外観」を保つことを優
先している。
【０００８】
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　本発明は、弦鳴楽器に属する楽器において、弦により作用する力を軽減するための組み
合わせを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の１つの態様は、響板の張力を軽減するスライディング・サドルシステムであり
、これによって、張力の多くが取り除かれるので、表板は、強度のためのブレイシングを
最小限として自由に共鳴することが可能となる。また、スライディング・サドルシステム
によって、各弦のイントネーション調整も容易となる。
【００１０】
　別の態様は、ネック遠位端から共鳴胴の遠位端まで、より具体的には共鳴胴の遠位端に
配置されたエンドブロックまで延在するストラットである。ストラットは、響板に近づけ
る調整と響板から遠ざける調整を可能にする粗調整器及び微調整器を有する。ストラット
位置を調整することによって、ネックアングルと弦高を調整する。
【００１１】
　本組み合わせのさらに別の態様は、オフセット・ヘッドである。オフセット・ヘッドは
、２つのチューニングキーを有し、オフセットと反対側に４つのチューニングキーを有す
る。これによって、ギターのナットにおける応力及び歪みを軽減する。
【００１２】
　本発明によって、さらに、響板及び裏板と一体になったカーフィング・ユニットを提供
する。これによって、弦楽器の簡単かつ迅速な組み立てが可能となり、また、従来のバイ
ンディング及びカーフィングよりも７０％小さいので、より多くの共鳴領域が提供される
。さらに、製作の工程数も減少する。
【００１３】
　本発明の別の態様は、周縁チューニング溝である。
【００１４】
　さらに、上記の特徴を備える弦鳴楽器を製作する方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明によるギターの斜視図
【図２】図１のギターの縦断面図
【図３】図１のギターの端面図
【図４】外郭を除去する前の本発明によるカーフィング・ユニットの断面図
【図５】本発明のよるスライディング・サドルシステムの平面図
【図６】図１の技術によるネック領域の分解図
【図６Ａ】図１の技術による響板の平面図
【図７】図１の技術の縦断面図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　全体を１０と称してギターを図１に示している。ギターは、ヘッド１２と、そこから延
出するネック１４とを備える。
　ネック１４は、全体を１６と称する共鳴胴に、その共鳴胴１６の基端１８において接続
されている。共鳴胴１６は、その共鳴胴１６の表板を形成する響板２０と、側板２２とを
有する。響板２０は、「周縁トーン溝」２１と呼ぶ狭幅の深さ２ｍｍの溝を周縁に沿って
有する。トーン溝２１によって、響板２０に、より弾力を持たせることができる。サウン
ドホール２４が響板２０の中心に位置している。さらに、弦２８の本数に対応する数のス
ロット２６が響板２０に配置されている。ヘッド１２に、チューニングキー３０を備えて
いる。従来技術では、ヘッドは対称であって、ヘッド１２の両側に同数のチューニングキ
ー３０がある。これに対して、本発明のヘッド１２は、オフセット３２を有する。オフセ
ット３２と同じ側には２つのチューニングキー３０が配置されていて、オフセット３２と
反対側には４つのチューニングキー３０が配置されている。これによって、弦２８は、ヘ
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ッド１２と、全体を３４と称するスライディング・サドルシステムとの間で、平行に、か
つスライディング・サドルシステム３４に垂直に、延在することが可能となる。可動磁石
３５を備えた固定ボイスコイルが、共鳴胴１６を動かすために設けられる。
【００１７】
　図２に示すように、共鳴胴１６は、響板２０の内面４０と、側板２２の内面４２（図４
を参照）と、裏板４６の内面４４とによって画定されていることが分かる。
　ネックは、ネックブロック４８に取り付けられていて、フレット２９を備えた一体の指
板を有している。弦２８は、フレット２９とナット３１の上を通って、従来技術のギター
にあるようなブリッジまたは従来技術のバイオリンにあるようなテールピースと係合して
いるピンを終端とするのではなく、全体を３４と称するスライディング・サドルシステム
を終端としている。
【００１８】
　図２は、さらにストラット５０を示していて、これは、遠位内面５４に配置されたエン
ドブロック５２に当接して、ボルト５６またはストラップペグによって調整可能に取り付
けられている。
　図３に示すように、ボルト５６は、遠位端１００においてエンドブロック５２と側板２
２の双方における略垂直なスロット５８（この文脈において垂直とは、響板２０と裏板４
６との間の間隔に延在することを意味する）を通って延在している。矢印は、ボルト５６
の位置をどのように調整することができるのかを示している。エンドブロック５２に微調
整ネジ６０が垂直に配置されて、ボルト５６に当接している。調整によって、ストラット
５０の有効長、すなわち（図２に示すように）共鳴胴１６の、全体を１００と称する遠位
端と全体を１８と称する基端との間の距離が、変更される。さらに重要なことは、この調
整によって、ネックアングルを調整することにより弦高の調整が可能であるということで
ある。このことは、弦の折れ角が変更されないことから、さらに有益である。プレート６
２が、ストラット５０の上面６４に配置されて、ネック１４にそのネック遠位端６６で当
接している。
【００１９】
　図４に示すように、製作時には、全体を１０４と称するカーフィング・ユニットが、裏
板４６及び響板２０と一体となっている。
　カーフィング・ユニット１０４は、内郭１０６及び外郭１０８と、それらの間の谷部１
１０から構成される。ユニット１０４は、裏板４６と響板２０の周囲を取り巻いている。
側板２２は、谷部１１０に装着されて、定位置に接着される。次いで、共鳴胴１６の構造
的支持を提供するために一体のカーフィング・ユニット１０４を残して、ルータ加工また
はレーザカッタなどにより外郭１０８を除去する。カーフィング・ユニット１０４は、従
来のカーフィングよりもかなり小さく、ギター１０の製作の際に、その製作と使用の両方
がより簡単となる。さらに、バインディングが必要ない。
【００２０】
　（図１に示す）スライディング・サドルシステム３４は、一連のサドル１２０と、一連
のコネクタ１２２と、一連のアンダーブロック１２４と、ブリッジプレート１２６とで構
成される。サドル１２０、コネクタ１２２、及びアンダーブロック１２４の数は、弦２８
の本数及びスロット２６の数に相当する。図５に示すように、それぞれのサドル１２０は
、コネクタ１２２によってアンダーブロック１２４と係合している。ブリッジプレート１
２６は、共鳴胴１６内に配置されて、ギター１０のネック１４に向かって最も厚くなるよ
うに遠位でテーパ状になっていて、すなわち、サドルの長手軸に対して垂直に、遠位に向
けて先細りになっている。これは、響板２０の内面４０に接着されて、スロットが形成さ
れている。アンダーブロック１２４は、ブリッジプレート１２６に当接している。コネク
タ１２２は調整可能であり、緩めることで、サドル１２０、コネクタ１２２、及びアンダ
ーブロック１２４を、近位と遠位にスロット２６内で動かすことができる。従って、この
サドル１２０とコネクタ１２２とアンダーブロック１２４の組み合わせにより、各弦２８
のイントネーションを調整することと、本来なら従来のギターのブリッジ及び響板に存在
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するであろう張力を取り除くことと、その両方が可能となる。これによって、響板２０は
、構造的支持及び共鳴膜としてではなく、共鳴膜としてのみ機能することができる。
【００２１】
　それぞれのサドル１２０は、弦２８と係合するための楔形の開口を基端に備える。弦２
８は、楔形の開口を通過し、さらに響板２０とブリッジプレート１２６の両方のスロット
２６を通過する。弦２８は、図５に示すように、アンダーブロック１２４の下面１２９の
凹部１２８で終端する。
【００２２】
　別の実施形態では、コネクタ１２２はサドル１２０と一体であり、そのユニットは、プ
ラスチックポリマなどの材料で構成される。
【００２３】
　いずれの実施形態においても、響板２０の応力を軽減するためには、少なくとも２つの
平面（上下と左右）における好ましくは円軌道であるサドル１２０の結果的な動きによっ
て、かき鳴らしたときの弦２８の円軌道の動きが得られることが好ましく、従って、いず
れの実施形態においても、コネクタ１２２は、一体であるか否かにかかわらず、（「実質
的に回転可能」と呼ぶ）そのような動きが得られるように選択される。さらに、そのよう
な設計によって、響板の捩り応力が軽減される。これは従来のギターとは異なり、従来の
ギターのピンは弦２８の上下の動きに対応するのみであるので、これによって結果的に響
板に捩り応力が生じる。
【００２４】
　図６に示すように、ネック１４とストラット５０を受け入れるために、共鳴胴１６に共
鳴胴開口２００が設けられていることが分かる。これらは組み立てられてから、ユニット
として取り込まれる。ネック１４と、フレット２９を備えた一体の指板とは、サウンドホ
ール２４の延長部であるサウンドホール・スロット２０２に受容される。これを差込図６
Ａに示している。ボルト２０４によって、ネック１４はネックブロック４８に保持される
。
【００２５】
　図７に示すように、サドル１２０は、それぞれトランスデューサ２０６または楽器デジ
タルインタフェース（ＭＩＤＩ）を備えることができる。これによって、それぞれの弦の
個別処理が可能である。
【００２６】
　本発明によるギターは、次のようにして極めて迅速に組み立てることができる。
【００２７】
　１．ギターのボディの製作：
　響板と裏板は、一体のカーフィング・ユニット１０４を備えるように機械加工される。
これを用いて、ギター１０の響板２０と裏板４６に側板２２を取り付ける。接着したら、
ルータ加工またはレーザ切断などにより外郭１０８を除去する。
【００２８】
　２．ストラットの導入：
　共鳴胴開口２００を通して、ギター１０の共鳴胴１６内に、ネック１４、ネックブロッ
ク４８、及びストラット５０をユニットとして滑り込ませる。ストラット５０は、遠位内
面５４に配置されたエンドブロック５２に当接させて、ボルト５６またはストラップペグ
により調整可能に取り付けられる。ボルト５６は、ギター１０の遠位端１００においてエ
ンドブロック５２と側板２２の双方における略垂直なスロット５８（この文脈において垂
直とは、響板２０と裏板４６との間の間隔に延在することを意味する）を通って延在する
。ボルト５６と調整ネジ６０の双方を調整することにより、ストラットを調整する。
【００２９】
　３．スライディング・サドルシステムの導入：
　次いで、一連のサドル１２０を響板２０に配置し、コネクタ１２２をスロット２６に挿
入し、それらをアンダーブロック１２４に装着し、さらにコネクタ１２２を締めることで
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、サドル１２０が響板２０上に配置され、アンダーブロック１２４がブリッジプレート１
２６上に配置されるようにすることにより、スライディング・サドルシステム３４を組み
立てる。
【００３０】
　４．ストラットの調整：
　調整は、ボルト５６を垂直スロット５８内で上下にスライドさせることで、その位置を
変更することにより行われる。ネジ６０を用いて微調整が行われる。適切な配置となった
ら、ボルト５６を締める。これらの調整によってネックアングルが変更される。
【００３１】
　５．楽器に弦を張る：
　それぞれの弦２８を、サドル１２０の楔形開口に通し、スロット２６によって響板２０
に通し、そして、アンダーブロックの下面１２９の凹部１２８に弦２８を押し込むことで
、対応するアンダーブロック１２４の下面で弦２８を終端させることにより、楽器に弦を
張る。オフセット３２によって、弦２８のアライメントがスライディング・サドルシステ
ム３４に対して垂直に維持されることに注意して、弦２８をチューニングキー３０に巻き
付ける。好ましい実施形態では、これは、２本の弦をオフセット付近のチューニングキー
に取り付け、４本の弦をオフセットと反対側のチューニングキーに取り付けることを含む
。
【００３２】
　６．ギターのイントネーションを調整する：
　スライディング・サドルシステム３４を、スロット２６内でブリッジプレート１２６に
沿って近位または遠位にスライドさせる。位置決めされたら、スライディング・サドルシ
ステム３４が響板２０及びブリッジプレート１２６上で定位置に堅固に配置されるように
、コネクタ１２２を締め付ける。
【００３３】
　７．弦をチューニングする：
　スライディング・サドルシステム３４とストラット５０によって、弦の接触及び張力を
共鳴胴から排除することができるので、共鳴胴１６を無振動または実質的に無振動とする
ことができる。限定するものではないが、Ａｎｔａｒｅｓ社のＡｕｔｏ‐Ｔｕｎｅ（登録
商標）のようなデジタルシステムを使用して、各弦のピッチを調整及び補正することがで
きる。このような調整は、アコースティックギターの場合、これまでは共鳴胴の振動があ
るために有効ではなかった。
【００３４】
　実質的に無振動の共鳴胴１６が得られるようにギター１０が調整される場合は、可動磁
石３５を備えた固定ボイスコイルを用いて、響板２０の動きを制御することが可能である
。
【００３５】
　上記は、本発明の実施形態についての説明である。当業者であれば分かるように、本発
明の範囲を変更することなく変形例が企図される。
　例えば、楽器は、６弦より多くの弦または６弦より少ない弦を有するものであってもよ
く、また、ギターである必要はなく、例えば、限定するものではないが、バイオリン、ウ
クレレ、リュート、またはマンドリンなど、弦鳴楽器に属する任意の楽器とすることがで
きる。弦が複数であるにもかかわらず、オフセットによって、ヘッドの両側面の間でチュ
ーニングキーを不均等に分布させることが可能となり、これにより、弦をスライディング
・サドルシステムに対して垂直にすることが可能である。また、１セットより多くの弦を
用いることが可能であり、例えば、楽器は、６弦と１２弦の実施形態を持つものとするこ
とができ、また、１つより多くのストラットを採用することができる。ネックとストラッ
トとをユニット体構成とすることができ、また、ストラットは、中実部材とすることがで
き、あるいはトラスとすることができる。スライディング・サドルシステムは、様々な形
状とすることができる。ギターは、ストラットとその関連構成要素のみを備えるものであ
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ってもよく、またはストラットとスライディング・サドルシステムの両方を備えるもので
あってもよい。周縁トーン溝は、一般的には響板の厚さの１／２であるが、厚さの１／４
、または厚さの３／８、または厚さの５／８ほどのものとすることができ、また、限定す
るものではないが、例えば、周縁から１～３ｃｍの間、より好ましくは周縁から１．５～
２．５ｃｍ、最も好ましくは周縁から２ｃｍである響板の周縁付近に配置される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図６Ａ】 【図７】
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