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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に太部が設けられ両端が固定されて張られた少なくとも一本の弦と、この少なくと
も一本の弦の一端を固定し第１の素材にて構成された固定装置とを具備した弦楽器の音響
特性改善方法であって、
　前記固定装置に弦に対応した孔を設け、
　弦を弾いた際に発生する可聴周波数域の音波に関する伝導性および吸収性が前記第１の
素材より低い第２の素材にて構成されたスリーブを前記孔の全長にわたって設け、
　前記弦の太部を前記スリーブに接触させ、前記弦の一端を前記スリーブを介して前記孔
に固定して、前記スリーブにて前記弦を前記固定装置から離間する
　ことを特徴とする弦楽器の音響特性改善方法。
【請求項２】
　第１の素材は、金属で、
　第２の素材は、セラミック材料、プラスチック材料、ガラス材料およびこれらを組み合
わせた材料のいずれかである
　ことを特徴とする請求項１記載の弦楽器の音響特性改善方法。
【請求項３】
　弦楽器は、ボディ、ネックおよびヘッドを備えたギターで、
　固定装置は、前記ボディに取り付けられた固定プレートである
　ことを特徴とする請求項１または２記載の弦楽器の音響特性改善方法。
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【請求項４】
　一端に太部が設けられた弦を有するギターの前記弦の太部を固定し第１の素材で構成さ
れたギターの固定プレートであって、
　前記弦の一端側が挿入されてこの弦の太部を固定し、弦を弾いた際に発生する可聴周波
数域の音波に関する伝導性および吸収性が前記第１の素材より低い第２の素材にて構成さ
れたスリーブと、
　前記弦が挿入されて固定されたスリーブが全長にわたって取り付けられた孔とを具備し
、
　前記弦は、太部が前記スリーブに接触し、一端が前記スリーブを介して前記孔に固定さ
れて、前記スリーブにて前記孔から離間されている
　ことを特徴とするギターの固定プレート。
【請求項５】
　第１の素材は、金属で、
　第２の素材は、セラミック材料、プラスチック材料、ガラス材料およびこれらを組み合
わせた材料のいずれかである
　ことを特徴とする請求項４記載のギターの固定プレート。
【請求項６】
　複数の孔および複数のスリーブを具備し、
　これら複数の孔のそれぞれには、前記スリーブが一つずつ取り付けられている
　ことを特徴とする請求項４または５記載のギターの固定プレート。
【請求項７】
　請求項４ないし６いずれか記載のギターの固定プレートを備えた
　ことを特徴とするギター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弦楽器の弦の音響特性改善方法、ギターの弦の固定プレートおよびこの固定
プレートを備えたギターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　弦が張られた弦楽器では、弦を弾くと予め決まった周波数の振動が発生し、この周波数
に対応した音が発生する。この場合、張られている弦の両端は固定され、通常は各弦の一
方の端部が調整不可能、またはごく僅かしか調整できない状態に固定されているのに対し
、もう一方の端部は、ペグポストやその他の装置に巻き取られ、弦の長さや張力が調整で
きるようになっている。
【０００３】
　ギター、特にエレキギターまたはエレキベースの全体は、ボディ、ネックおよびヘッド
にて構成されている。楽器の音を生み出す弦は、ヘッドからネックを経てボディまでに亘
って張られている。弦の一端は、楽器のボディに取り付けられた固定プレートに固定され
、エレキギターでは、この固定プレートがいわゆるトレモロシステムブロックの場合が多
い。弦は、固定プレートからボディに沿ってネックを経てヘッドまで延伸し、このヘッド
部分でペグポストに巻き取られている。このペグポストを回すことによって弦を緩めたり
締めたりでき、この操作にて調弦する。
【０００４】
　通常、弦は、この弦の端部に設けられた太部、いわゆるボールエンドと、固定プレート
に開口された孔の縁部とで固定プレートに固定されている。この弦は、固定プレートの孔
を貫通し、この固定プレート上の方向転換器で方向が変えられて、ボディおよびネックを
経てヘッドまで延伸している。
【０００５】
　従来のギターまたはエレキベースでは、通常、固定プレートが金属製になっており、ま
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た一定の間隔で、弦の本数に対応した数の孔が開口され、これらの孔に弦の端部が固定さ
れている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この種の楽器を演奏する演奏家の間では、楽器の残響、特にいわゆるサステインを良く
して欲しい、すなわち弦を弾いた際に得られる音が直ちに消失せず、むしろ極力長く残る
ようにして欲しいという要望が極めて強い。中価格帯または低価格帯の「通常」のギター
、特にエレキギターやエレキベースでは、この残響効果が希望するほど得られないのが実
情である。このため、特に趣味で演奏するホビーミュージシャンにとっては、残響を改善
する特殊構造の極めて高額な楽器を購入することは容易ではなく、所有する楽器に所望の
残響効果を求めることはできない。
【０００７】
　同様に、ハープ、ピアノまたはその他の弦楽器においても残響を改善したいという要望
が多いが、弦の振動は減衰するため十分な残響を得ることができないという問題を有して
いる。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたもので、弦楽器の音響特性を容易に改善できる弦
楽器の音響特性改善方法、ギターの弦の音響特性を改善できるギターの固定プレート、お
よびこの固定プレートを備えたギターを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の弦楽器の音響特性改善方法は、一端に太部が設けられ両端が固定されて
張られた少なくとも一本の弦と、この少なくとも一本の弦の一端を固定し第１の素材にて
構成された固定装置とを具備した弦楽器の音響特性改善方法であって、前記固定装置に弦
に対応した孔を設け、弦を弾いた際に発生する可聴周波数域の音波に関する伝導性および
吸収性が前記第１の素材より低い第２の素材にて構成されたスリーブを前記孔の全長にわ
たって設け、前記弦の太部を前記スリーブに接触させ、前記弦の一端を前記スリーブを介
して前記孔に固定して、前記スリーブにて前記弦を前記固定装置から離間するものである
。
【００１０】
　請求項２記載の弦楽器の音響特性改善方法は、請求項１記載の弦楽器の音響特性改善方
法において、第１の素材は、金属で、第２の素材は、セラミック材料、プラスチック材料
、ガラス材料およびこれらを組み合わせた材料のいずれかであるものである。
【００１１】
　請求項３記載の弦楽器の音響特性改善方法は、請求項１または２記載の弦楽器の音響特
性改善方法において、弦楽器は、ボディ、ネックおよびヘッドを備えたギターで、固定装
置は、前記ボディに取り付けられた固定プレートであるものである。
【００１２】
　請求項４記載のギターの固定プレートは、一端に太部が設けられた弦を有するギターの
前記弦の太部を固定し第１の素材で構成されたギターの固定プレートであって、前記弦の
一端側が挿入されてこの弦の太部を固定し、弦を弾いた際に発生する可聴周波数域の音波
に関する伝導性および吸収性が前記第１の素材より低い第２の素材にて構成されたスリー
ブと、前記弦が挿入されて固定されたスリーブが全長にわたって取り付けられた孔とを具
備し、前記弦は、太部が前記スリーブに接触し、一端が前記スリーブを介して前記孔に固
定されて、前記スリーブにて前記孔から離間されているものである。
【００１３】
　請求項５記載のギターの固定プレートは、請求項５記載のギターの固定プレートにおい
て、第１の素材は、金属で、第２の素材は、セラミック材料、プラスチック材料、ガラス
材料およびこれらを組み合わせた材料のいずれかであるものである。
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【００１４】
　請求項６記載のギターの固定プレートは、請求項４または５記載のギターの固定プレー
トにおいて、複数の孔および複数のスリーブを具備し、これら複数の孔のそれぞれには、
前記スリーブが一つずつ取り付けられているものである。
【００１５】
　請求項７記載のギターは、請求項４ないし６いずれか記載のギターの固定プレートを備
えたものである。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１記載の弦楽器の音響特性改善方法によれば、弦楽器の音響特性を改善できる。
また、孔の全長にわたってスリーブを設けるので、孔における音響の吸収を低減して、残
響を改善でき、倍音の共振動を一層改善できる。
【００１７】
　請求項２記載の弦楽器の音響特性改善方法によれば、請求項１記載の弦楽器の音響特性
改善方法の効果に加え、一層効果的である。
【００１８】
　請求項３記載の弦楽器の音響特性改善方法によれば、請求項１または２記載の弦楽器の
音響特性改善方法の効果に加え、ギターで使用できる。
【００１９】
　請求項４記載のギターの固定プレートによれば、弦楽器の音響特性を改善できる。
【００２０】
　また、孔の全長にわたってスリーブが取り付けられたので、孔における音響の吸収を低
減して、残響を改善でき、倍音の共振動を一層改善できる。
【００２１】
　請求項５記載のギターの固定プレートによれば、請求項４記載のギターの固定プレート
の効果に加え、一層効果的である。
【００２２】
　請求項６記載のギターの固定プレートによれば、請求項４または５記載のギターの固定
プレートの効果に加え、演奏可能な全ての音の音響特性を改善できる。
【００２３】
　請求項７記載のギターによれば、弦楽器の音響特性を改善したギターにできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、本発明の弦楽器の固定プレートの一実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００２５】
　ここで、固定プレートとしてトレモロシステムブロック５を装備したエレキギター１に
ついて説明する。
【００２６】
　図１に示すように、１は弦楽器としてのエレキギターで、このエレキギター１は、ボデ
ィ２、ネック３およびヘッド４を備えている。このボディ２には、固定装置としての固定
プレートである、いわゆるトレモロシステムブロック５が取り付けられている。このトレ
モロシステムブロック５には、エレキギター１の弦6a～6fの一端が固定されている。これ
ら各弦6a～6fの他端は、エレキギター１のヘッド４に取り付けられたペグポスト７に巻き
取られている。よって、これら弦6a～6fは、両端が固定されてエレキギター１のネック３
に沿って張られている。この場合に、このペグポスト７は、ペグ８を回すと回転し、この
回転によって弦6a～6fの張力が調整されて調弦できるように構成されている。
【００２７】
　ここで、トレモロスステムブロック５は、例えば鋼などの金属である第１の素材にて構
成されている。そして、このトレモロシステムブロック５には、貫通した孔９が各弦6a～
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6fに対応して複数設けられており、これら孔９のそれぞれに各弦6a～6fがそれぞれ挿通さ
れている。これら孔９は、図１の水平方向に対して直角な方向に開口しており、弦6a～6f
は、トレモロシステムブロック５に固定されている端部に対して９０度の角度が設けられ
ている。
【００２８】
　これら弦6a～6fの曲げられて孔９に挿入された端部には、ボールエンドとしての太部10
がそれぞれ設けられている。なお、従来のエレキギター１の場合、各弦6a～6fは、太部10
を経て、通常金属製であるトレモロシステムブロック５、厳密には孔９の縁部に直接固定
されている。
【００２９】
　これに対し、上記一実施の形態の弦6a～6fの端部の鋼製のトレモロシステムブロック５
の第１の素材と太部10との間の孔９内には、孔９の全長にわたって要素としてのスリーブ
11がそれぞれ挿入されている。この場合、このスリーブ11は、例えばセラミック材料など
の第２の素材にて構成されて製造されている。ここで、この第２の素材は、弦を弾いた際
に発生する可聴周波数域の音波に関する伝導性および吸収性が、第１の素材の同じ周波数
域の伝導性および吸収性より低い。また、この第２の素材は、プラスチック材料、ガラス
材料、またはこれらを組み合わせた材料であってもよい。この構造にすることによって、
弦6a～6fの端部の太部10は、トレモロシステムブロック５の金属に直接接触せず、スリー
ブ11のセラミック材料と接触して、このスリーブ11で弦6a～6fが被覆されて、この弦6a～
6fがトレモロシステムブロック５に接触せずに離間されて取り付けられて保護されている
構造になる。これら弦6a～6fにて生み出される音および音響の吸収性および伝導性は、ス
リーブ11のセラミック材料がトレモロシステムブロック５の金属より大幅に低い。このた
め、弾いた後も弦6a～6fの振動が急激に減衰せず、長時間振動を続けるため、このトレモ
ロシステムブロック５を取り付けていない同じ構造のエレキギター１に比べ、音響特性、
特に残響が大幅に改善される。
【００３０】
　上記一実施の形態によれば、トレモロシステムブロック５の第１の素材とは異なり、弦
6a～6fを弾いた際に発生する可聴周波数域の音波に関する伝導性や吸収性が第１の素材よ
り低い第２の素材で構成されたスリーブ11で、エレキギター１の少なくとも一つの弦6a～
6fの一端を固定して、この弦6a～6fとトレモロシステムブロック５との間にスリーブ11を
取り付けることにより、この弦6a～6fの残響が後振動でも大幅に長くなる。なお、このス
リーブ11の用途や使用領域は、エレキギター１、その他のギター、エレキベースなどの同
種の弦楽器だけに限定されず、弦楽器全般にも及ぶ。
【００３１】
　ここで、弦楽器、例えばエレキギター１の残響を改善するには、通常トレモロシステム
ブロック５の第１の素材に直接接触する弦6a～6fから、直接トレモロシステムブロック５
の第１の素材に振動が伝わり、このトレモロシステムブロック５で振動が減衰するように
スリーブ11を取り付ける。このスリーブ11をトレモロシステムブロック５と弦6a～6fとの
間に設置することにより、トレモロシステムブロック５の第１の素材が有する弦6a～6fの
振動を受け止める性能や減衰特性が低下し、弦6a～6fの振動が長くなる。さらに、このス
リーブ11は、少なくともトレモロシステムブロック５の領域内であって、通常弦6a～6fが
トレモロシステムブロック５の第１の素材と接触しているところを、この弦6a～6fがスリ
ーブ11と接触した状態となっていることが極めて重要である。
【００３２】
　このスリーブ11にて得られるさらに別の利点としては、倍音も一層明瞭に聞こえるよう
になり、また従来であれば減衰するため直ちに失われていた倍音が、エレキギター１の音
響の中で共鳴するようになる。この結果、エレキギター１の音響全体がより濃密になり、
エレキギター１の音響特性も一層改善される。
【００３３】
　また、トレモロシステムブロック５と弦6a～6fとの間に、セラミック材料、プラスチッ
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ク材料、ガラス材料およびこれらを組み合わせた材料のいずれかの第２の素材で構成され
たスリーブ11を取り付けることにより、一層効果的であることが分かる。
【００３４】
　さらに、特にエレキギター１の場合に多いトレモロシステムブロック５にスリーブ11を
取り付けることも可能である。
【００３５】
　ここで、図２に示す前提技術のように、孔９の全長より短いスリーブ11を孔９の端部、
すなわち従来のエレキギター１の場合に弦6a～6fの太部10が接触する孔９の端部にのみ設
けると、孔９内において、弦6a～6fがトレモロシステムブロック５の第１の素材に直接接
触せずスリーブ11が設けられていない領域でも、弦6a～6fの音波が同じ方向に放出される
ため、弦6a～6fを弾いた際に発生する音響が第１の素材にて吸収されてしまう。
【００３６】
　そこで、トレモロシステムブロック５の孔９に挿入されているスリーブ11が、孔９の全
長にわたって設けられることにより、孔９内における、弦6a～6fがトレモロシステムブロ
ック５の第１の素材に直接接触していないものの、音波が同じ方向に放出される領域での
、トレモロシステムブロック５の第１の素材による音響の吸収を低減できるため残響が改
善され、倍音の共振動も一層改善される。
【００３７】
　エレキギター１で演奏可能な全ての音の音響特性を改善するため、可能であればトレモ
ロシステムブロック５の各孔９内にスリーブ11を設置することが好ましい。
【００３８】
　上述した音響特性改善方法によれば、第２の素材にて構成されたスリーブ11を既存のエ
レキギター１などの弦楽器に取り付けるか、不可能な場合は、トレモロシステムブロック
５自体を交換することにより、既存の弦楽器、特にエレキギター１に後付けできる。これ
ら２つの方法は、いずれも独自の構造とすることで、極めて優れた音響特性を発揮する高
価なエレキギター１などの弦楽器を購入する場合に比べ、はるかに低コストで入手可能な
方法である。
【００３９】
　図３は、本発明の他の実施の形態である孔９およびスリーブ11の変形例を示している。
この孔９は、図３の下部に示されているトレモロシステムブロック５の端部が拡開されて
いる。この構成にすることによって、太部10を確実に保持できる段部が形成されるため、
トレモロシステムブロック５から太部10が突出しなくなる。
【００４０】
　さらに、このスリーブ11は、孔９の全長に沿って延伸する長さに形成されている。この
ため、弦6a～6fを弾いた際に発生する音響の吸収が一層低減し、結果的に残響が改善され
、またエレキギター１の可聴倍音の響きも向上する。
【００４１】
　なお、トレモロシステムブロック５は、図３に示す形態に限定されず、多数の変形例や
組み合わせが可能である。この場合に、孔９の全長にわたってスリーブ11が設けられ、弦
6a～6fが、第２の素材で構成されたスリーブ11によって、第１の素材で構成されたトレモ
ロブロック５から離間されている点が、特に重要である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の一実施の形態の固定プレートが取り付けられたエレキギターを示す概略
図である。
【図２】本発明の前提技術である固定プレートの概略断面図である。
【図３】発明の他の実施の形態の固定プレートを裏側から見た状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　弦楽器としてのギターであるエレキギター
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　２　　ボディ
　３　　ネック
　４　　ヘッド
　５　　固定装置としての固定プレートであるトレモロシステムブロック
　6a～6f　　弦
　９　　孔
　10　　太部
　11　　スリーブ

【図１】 【図２】

【図３】
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