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(57)【要約】
【課題】　共鳴胴を持たない電気弦楽器による弦楽器音
を、通常のアコースティック弦楽器による楽器音に近づ
ける。
【解決手段】　電気弦楽器は、弦１４を駒１２を介して
支持する胴１１と、駒１２の近傍位置であって弦１４か
ら伝搬した振動をピックアップするピックアップセンサ
１６とを備えている。板ばねで構成した駒支持部材１３
は、胴１１に固定されて駒１２を弾性的に支持する。駒
支持部材１３の振動特性は、アコースティック弦楽器の
振動特性が有するピーク周波数にピークを持つ振動特性
である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演奏操作により振動する弦と、
　前記弦を駒を介して支持する胴と、
　前記駒の近傍位置であって前記弦の振動によって振動する部分に組付けられて、前記弦
から伝搬した振動をピックアップして電気信号を出力するピックアップセンサとを備えた
電気弦楽器において、
　前記胴に対して前記駒をばね構造により支持して、アコースティック弦楽器の振動特性
を実現する駒支持部材を設けたことを特徴とする電気弦楽器。
【請求項２】
　前記駒支持部材による振動特性は、アコースティック弦楽器において表板の振動特性と
サウンドホールの周辺及び胴内の空気とに起因した振動特性が有する２つのピーク周波数
のうち、高い方のピーク周波数の振動特性を実現する請求項１に記載の電気弦楽器。
【請求項３】
　前記駒支持部材は、前記胴に一端又は両端を固定させた板ばねである請求項１又は２に
記載の電気弦楽器。
【請求項４】
　前記駒支持部材は、前記胴と前記駒との間に挟み込まれた弾性部材である請求項１又は
２に記載の電気弦楽器。
【請求項５】
　前記駒支持部材は、前記胴との間に空間を設けて前記胴と一体形成された薄肉の板状部
材である請求項１又は２に記載の電気弦楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駒を介して胴に支持された弦から伝播する振動をピックアップして出力する
電気弦楽器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ピックアップセンサによって弦の振動をピックアップして、弦楽器音を発生
する電気弦楽器はよく知られている。例えば、下記特許文献１には、駒（ブリッジ）を介
して弦を支持する胴（ボディ）を複数の層材を積層して構成するとともに、複数の層材間
に粘着層を介装することにより、弦の振動が胴の振動を介して空気中に音として放射され
るエネルギーを充分に抑えて、空気中に放音される音を弱音化（消音化）するようにした
電気弦楽器としての電気バイオリンが示されている。
【０００３】
　また、下記特許文献２には、剛体上に高さ調節機構を介して、剛性ベース支持体、駒懸
架装置、スパン及び駒クラウンを一体的に形成した部材を載置し、駒クラウンで弦を支持
し、かつ剛性ベース支持体とスパンとの間に圧電素子からなるピックアップを設けるよう
にした電気弦楽器が示されている。この電気弦楽器においては、駒懸架装置は柔軟に構成
されている。そして、この電気弦楽器においては、柔軟な駒懸架装置を用いて弦振動とピ
ックアップとの間におけるエネルギーの伝搬を行うことにより、ピックアップによって変
換された電気信号に基づく楽器音をアコースティック弦楽器に近い音に近づけるようにし
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１９７３２５号公報
【特許文献２】特開昭６０－１５４２９９号公報
【発明の概要】
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【０００５】
　上記特許文献１に示された電気弦楽器においては、前述のように、充分な弱音化を図れ
るが、胴が高い剛性を有する部材で構成されているために、弦の振動エネルギーが長く弦
に残り、弦の振動の減衰が遅く、通常のアコースティック弦楽器の演奏者にとっては違和
感があるという問題がある。また、前記胴の構成のために、通常のアコースティック弦楽
器に存在する、駒から胴側を見た胴の主要な共振が存在しないか、存在しても極めて小さ
く、かつ共振周波数もずれている。これにより、この従来の電気弦楽器においては、音高
に対する音量、音質及び減衰特性が、通常のアコースティック弦楽器とはかけ離れており
、通常のアコースティック弦楽器の演奏性及び表現力を得ることができないという問題も
ある。
【０００６】
　また、上記特許文献２に示された電気弦楽器においては、前述のように、ピックアップ
によって変換された電気信号に基づく楽器音をアコースティック弦楽器の音に近づけるよ
うに工夫されているが、より具体的に実際のアコースティック弦楽器がもつ共振周波数、
共振レベルなどの振動特性に近づける工夫は見られない。
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、その目的は、共鳴胴を持たない
電気弦楽器による弦楽器音における、音高に対する音量、音質及び減衰特性などの弦楽器
音の特性を、通常のアコースティック弦楽器の音により近づけて、演奏性及び演奏による
表現力の向上を図るようにした共鳴胴を持たない電気弦楽器を提供することにある。なお
、下記本発明の各構成要件の記載においては、本発明の理解を容易にするために、後述す
る実施形態の対応箇所の符号を括弧内に記載しているが、本発明の各構成要件は、この実
施形態の符号によって示された対応箇所の構成に限定解釈されるべきものではない。
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の構成上の特徴は、演奏操作により振動する弦（１
４）と、弦を駒（１２）を介して支持する胴（１１）と、駒の近傍位置であって弦の振動
によって振動する部分に組付けられて、弦から伝搬した振動をピックアップして電気信号
を出力するピックアップセンサ（１６）とを備えた電気弦楽器において、胴に対して駒を
ばね構造により支持して、アコースティック弦楽器の振動特性を実現する駒支持部材（１
３，４１，４２，４３，４４，４５）を設けたことにある。
【０００９】
　この場合、駒支持部材（１３）は、例えば、胴に一端又は両端を固定させた板ばねであ
る。また、駒支持部材（４３）は、胴と駒との間に挟み込まれた弾性部材であってもよい
。また、駒支持部材（４４，４５）は、胴との間に空間を設けて胴と一体形成された薄肉
の板状部材であってもよい。さらに、駒支持部材（４１，４２）は、剛性の高い板状部材
と、板状部材を胴の上面に支持するコイルばねであってもよい。
【００１０】
　通常のアコースティック弦楽器においては、駒付近の振動特性は、表板によるピークを
有する振動特性（共振特性）と、サウンドホール周辺及び胴内の空気によるディップを有
する振動特性（反共振特性）とに起因して、２つのピークと１つのディップを有する振動
特性となる。前記のように構成した本発明においては、駒は駒支持部材によって支持され
、駒支持部材はアコースティック弦楽器の振動特性が有するピーク位置にピークを持つ振
動特性を実現するように設定されているので、本発明の振動特性は、アコースティック弦
楽器の振動特性の２つのピークうちのいずれか一方を含む振動特性となり、アコースティ
ック弦楽器の振動特性に似たものとなる。その結果、本発明によれば、胴を高い剛性を有
する部材で構成し、かつ共鳴胴を有さない電気弦楽器においても、駒付近の振動特性を通
常のアコースティック弦楽器の振動特性に近づけることができ、演奏性及び演奏による表
現力の向上を図ることができる。
【００１１】
　また、本発明の他の特徴は、駒支持部材による振動特性が、アコースティック弦楽器に
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おいて表板の振動特性とサウンドホールの周辺及び胴内の空気とに起因した振動特性が有
する２つのピーク周波数のうち、高い方のピーク周波数の振動特性を実現するようにした
ことにある。この場合、駒支持部材による振動特性は、例えば、９０Ｈｚ以上かつ２７０
Ｈｚ以下の範囲内にある周波数位置にピークを持つ振動特性である。
【００１２】
　通常のアコースティック弦楽器の振動特性は、前述のように、２つのピークと１つのデ
ィップを有する振動特性であるが、周波数が高い側のピークが、表板の振動特性に主に関
係するもので、通常のアコースティック弦楽器の駒付近の振動特性の特徴を顕著に表す。
したがって、前記本発明の他の特徴によれば、駒支持部材による振動特性が前記２つのピ
ークのうちの周波数が高い側のピーク（例えば、９０Ｈｚ以上かつ２７０Ｈｚ以下の範囲
内にある周波数に対応したピーク）を持つようにしたので、駒付近の振動特性を通常のア
コースティック弦楽器の振動特性により近づけることができ、演奏性及び演奏による表現
力の向上をより良好に図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の基本的構成例を示す電気弦楽器における弦の支持部分を示す概略側面図
である。
【図２】(Ａ)は堅い裏板と側面を持つ通常のアコースティックギターの運動を表す２質量
モデルを示す図であり、(Ｂ)は前記２質量モデルの等価電気回路図である。
【図３】(Ａ)は図２(Ｂ)における空気に関する要素を除外して表板に関する要素だけを取
り出した場合の等価電気回路図であり、(Ｂ)は前記(Ａ)の等価電気回路の周波数特性を示
すグラフである。
【図４】アコースティックギターの駒付近の振動における周波数特性を示すグラフである
。
【図５】本発明の具体的実施形態に係る電気ギターの上面図である。
【図６】図５から胴枠を外した状態の電気ギターの側面図（図５の下方から見た側面図）
である。
【図７】図５の７－７線に沿って見た電気ギターの部分拡大断面図である。
【図８】図５の８－８線に沿って見た電気ギターの部分拡大断面図である。
【図９】図５及び図６の胴部分の拡大斜視図である。
【図１０】図５及び図６の駒支持部材を胴から外して示す拡大斜視図である。
【図１１】変形例に係る電気弦楽器の弦の支持部分を示す概略側面図である。
【図１２】他の変形例に係る電気弦楽器の弦の支持部分を示す概略側面図である。
【図１３】他の変形例に係る電気弦楽器の弦の支持部分を示す概略側面図である。
【図１４】(Ａ)は他の変形例に係る電気弦楽器の弦の支持部分を示す概略上面図であり、
(Ｂ)は(Ａ)の概略側面図であり、(Ｃ)は(Ａ)のＣ－Ｃ線に沿って見た概略断面図である。
【図１５】(Ａ)は図１４の電気弦楽器を変形した弦の支持部分を示す概略上面図であり、
(Ｂ)は(Ａ)の概略側面図であり、(Ｃ)は(Ａ)のＣ－Ｃ線に沿って見た概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
ａ．基本的構成例
　まず、本発明の基本的構成例を示す電気弦楽器について説明する。図1は、この電気弦
楽器における弦の支持部分を示す概略側面図である。
【００１５】
　この電気弦楽器は、高い剛性を有する木製の胴（ボディ）１１を備えている。胴１１上
には、駒（ブリッジ）１２をばね構造により支持する駒支持部材１３が組付けられている
。駒支持部材１３は、弾性を有する金属板で弦１４の延設方向に長尺状に形成した板ばね
であり、その両端部が同一方向（図示下方）にほぼ直角に折り曲げられている。駒支持部
材１３は、その両端にて胴１１上に固定されている。駒１２は、弦１４の延設方向とは直
角方向に延設された長尺状の部材（例えば、木製部材、樹脂部材など）であって、駒支持
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部材１３上に固定されている。駒１２上には、樹脂、象牙などにより構成されたサドル１
５が固定されている。サドル１５は、弦１４をその上端部にて支持し、弦１４の一端は駒
１２に固定されている。
【００１６】
　サドル１５と駒１２の間には、ピックアップセンサ１６が組付けられている。ピックア
ップセンサ１６は、弦１４から伝搬した振動をピックアップして電気信号を出力するもの
であり、例えば圧電センサによって構成されている。
【００１７】
　このように構成した電気弦楽器において、駒１２の周辺の質量は、音色を模倣したいア
コースティック弦楽器における駒周辺の質量、すなわち駒と駒が組付けられている表板周
辺の部材の質量にほぼ合わせられている。また、駒支持部材１３のばね性（ばね定数）は
、音色を模倣したいアコースティック弦楽器における駒周辺の表板がもつばね性にほぼ合
わせられている。駒１２及び駒支持部材１３による損失分は、それぞれに適正な定数を与
え、音色を模倣したいアコースティック弦楽器における駒周辺の構造による損失分にほぼ
合わせられている。なお、前記損失分及び以下の説明における損失分とは、物質（部材、
空気粒子など）の移動に伴う摩擦によって熱エネルギーに変換されたり、音響放射によっ
て音響エネルギーに変換されたりして、振動系から損失するエネルギーの量を意味する。
【００１８】
　さらに、アコースティック弦楽器においては、駒の振動特性に胴内の空気振動が影響す
るが、この基本的構成例に係る電気弦楽器においては、駒の振動特性は胴内の空気振動に
よる影響を受けない。したがって、前述した駒と駒が組付けられている表板周辺の部材の
質量、駒支持部材１３のばね性、並びに駒１２及び駒支持部材１３による損失分は、前記
アコースティック弦楽器における胴内の空気振動による影響を加味するために、アコース
ティック弦楽器における表板周辺の部材の質量、駒周辺の表板のばね性並びに駒周辺の構
造による損失分とは若干ずらして調整されている。
【００１９】
　これにより、前記構成の電気弦楽器においては、振動する弦１４により加振される駒１
２の振動特性は、音色を模倣したいアコースティック弦楽器と似たものとなり、演奏によ
って振動する弦１４と駒１２とのエネルギーの伝搬も、音色を模倣したいアコースティッ
ク弦楽器と似たものとなっている。その結果、音高に対する音量、音質及び減衰特性が、
模倣したいアコースティック弦楽器と似たものとなり、これらの特性は、ピックアップセ
ンサ１６によって変換された電気信号に基づく楽器音に現れるので、共鳴胴をもたない弦
楽器においても、共鳴胴がある楽器のような表現力や演奏性を得ることができる。なお、
この特性は、共鳴胴をもたない弦楽器であるために音量は小さいが、直接空気を介して聞
こえてくる音にも現れる。
【００２０】
　ここで、前述した駒１２の周辺の質量、駒支持部材１３のばね性、駒１２及び駒支持部
材１３による損失分の設定について質量モデル及び等価電気回路を用いて説明しておく。
図２(Ａ)は堅い裏板と側面を持つ通常のアコースティックギターの運動を表す２質量モデ
ルを示した図である。この図２(Ａ)において、Ｆ(ｔ)は表板に加わる駆動力の大きさを表
し、ｍpは表板の質量を表し、Ｋｐは表板のばね定数を表し、ｍｈはサウンドホール周辺
の空気の質量を表し、Ｖは胴の容積を表している。
【００２１】
　この図２(Ａ)の２質量モデル図を等価電気回路図で表すと、図２(Ｂ)に示すようになる
。図２(Ｂ)において、Ｆ(ｔ)は交流電源の電圧の振幅を表す。Ｍｐは表板の質量ｍpに対
応したコイルのインダクタンスを表し、Ｃｐは表板のばね定数ｋpの逆数であるばねコン
プライアンスに対応したコンデンサのキャパシタンスを表し、Ｒｐは表板による損失分に
対応した抵抗の大きさを表す。これらのインダクタンスＭｐ、キャパシタンスＣｐ及び抵
抗の大きさＲｐは、表板に関する要素であり、例えば、それぞれ０．１８Ｈ、５μＦ、４
Ωである。Ｍｈはサウンドホール周辺の空気の質量ｍｈに対応したコイルのインダクタン
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スを表し、Ｒｈはサウンドホール周辺の空気による損失分に対応した抵抗の大きさを表し
、Ｃｖは胴内の空気のばね定数の逆数であるばねコンプライアンスに対応したコンデンサ
のキャパシタンスを表し、Ｒｖは胴内の空気による損失分に対応した抵抗の大きさを表す
。これらのインダクタンスＭｈ、抵抗の大きさＲｈ、キャパシタンスＣｖ及び抵抗の大き
さＲｖは、空気に関する要素であり、例えば、それぞれ０．０８Ｈ、１Ω、２０μＦ、０
．１Ωである。また、Ｕｐ，Ｕｈ，Ｕｖは速度に対応した電流を表す。
【００２２】
　空気に関する要素Ｍｈ，Ｒｈ，Ｃｖ，Ｒｖを除外して、表板に関する要素Ｍｐ，Ｃｐ，
Ｒｐだけを取り出してみると、等価電気回路は図３(Ａ)に示すようになる。この等価電気
回路の周波数特性を示すと、図３(Ｂ)に示すようになる。これによれば、通常のアコース
ティックギターにおいて、表板により、１７０Ｈｚ付近に1つの大きな共振のピークが現
れることが分かる。しかし、通常のアコースティックギターにおいて、図２(Ａ)の２質量
モデル及び図２(Ｂ)の等価電気回路から分かるように、サウンドホール周辺及び胴内の空
気の反共振（ヘルムホルツ共鳴）により、その振動特性には１２５Ｈｚ付近にディップが
存在する。このために、通常のアコースティックギターの振動特性は、図４に示すように
、駒付近の振動周波数特性は、１１０Ｈｚ付近及び２００Ｈｚ付近に２つの共振のピーク
が現れるとともに、１２５Ｈｚ付近に反共振のディップが現れる。
【００２３】
　一方、前記基本的構成例による、駒１６付近の振動特性は主に駒支持部材１３の共振に
より決定されるもので、駒１６付近の振動特性には１つのピークしか現れない。したがっ
て、この１つのピークを前記アコースティックギターの振動特性における２つのピークの
うちの一方に合わせる必要がある。この場合、前記１つのピークを、アコースティックギ
ターにおける前記２つのピーク（１１０Ｈｚ付近のピークと２００Ｈｚ付近のピーク）の
うちの低い周波数の方に合わせてもよいが、高い周波数の方に合わせる方がアコースティ
ックギターの楽器音に似た感じが出せることが確認されたので、前記基本的構成例では高
い周波数の方に合わせて調整されている。この高い方の周波数は、アコースティックギタ
ー以外のバイオリン、チェロ、マンドリン、ウクレレ、ベースなどの他のアコースティッ
ク弦楽器をも考慮すると、９０Ｈｚ以上かつ２７０Ｈｚ以下の範囲内にある周波数である
とよい。
【００２４】
　そして、前記ピーク位置の調整に関しては、アコースティックギターでは表板の振動に
対して胴内の空気のばね成分が作用して表板によるピークを高くすると考えられるので、
特に、駒１６を振動可能に支持する駒支持部材１３のばね性を硬くする方向、すなわち駒
支持部材１３のばね定数を前述したアコースティックギターの表板のばね定数ｋpよりも
大きくなる側に調整すればよい。この点を考慮して、前記基本的構成例における駒１２の
周辺の質量、駒支持部材１３のばね性、駒１２及び駒支持部材１３による損失分が設定さ
れる。
【００２５】
ｂ．具体的実施形態
　次に、上述した図１の基本的構成を備えた電気弦楽器の具体的実施形態について、電気
ギターを例にして説明する。図５は電気ギターの上面図であり、図６は図５の電気ギター
から胴枠を外した状態の側面図（図５の下方から見た側面図）であり、図７は図５の７－
７線に沿って見た電気ギターの部分拡大断面図であり、図８は図５の８－８線に沿って見
た電気ギターの部分拡大断面図である。
【００２６】
　電気ギターは、胴（ボディ）１１及びネック２１を備えるとともに、胴１１の上面に固
定された駒支持部材１３及び駒１２（ブリッジ）と、ネック２１の端部に設けたヘッド２
２との間に張設された複数の弦１４を備えている。胴１１は、上面から見て略長方形状の
長尺状の厚みのある木製部材であり、音響振動するものではなくて剛性の高い部材である
。ネック２１は、胴１１と一体形成されて延設されており、上面に指板を形成している。
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ヘッド２２は、ネック２１と一体形成されている。複数の弦１４は、両端部にて駒１２に
固定されたサドル１５及びネック２１の端部に設けたナット２３により支持され、それら
の両端は駒１２及び糸巻２４にそれぞれ固定されている。
【００２７】
　胴１１の下面には凹部１１ａが形成され、薄肉のカバー２５がねじ３１により胴１１の
下面に固定されており、カバー２５内部には空間が形成されている。この空間内には、図
示しない電気回路が配設され、カバー２５の外側面には前記電気回路への接続端子、前記
電気回路を操作するための操作子などが設けられている。胴１１及びネック２１の両側に
は、胴枠２６，２７が設けられている。胴枠２６，２７は、金属、樹脂、木などを薄板状
かつ湾曲されて形成されており、胴１１及びネック２１の側面に設けた穴１１ｂ，２１ａ
に両端をそれぞれ挿入して、胴１１及びネック２１に組付けられている。
【００２８】
　次に、駒支持部材１３部分について、図９の胴１１部分の拡大斜視図及び図１０の駒支
持部材１３を胴１１から外して示す拡大斜視図を用いて詳しく説明する。駒支持部材１３
は、金属製の板ばねからなり、板ばねの長手方向の両端部をそれぞれ鉤状（Ｌ字状）に曲
げて、両端部にてねじ３２により胴１１の上面に固定されている。駒支持部材１３の長手
方向中央部の上面上には、木製又は樹脂製の駒１２がねじ３３により固定されている。駒
１２の上面には方形状のスリット１２ａが設けられ、スリット１２ａには樹脂製、象牙製
などのサドル１５が挿入されて固着されている。このスリット１２ａの底面すなわちサド
ル１５と駒１２の間には圧電素子からなるピックアップセンサ１６（図７参照）が配設さ
れている。ピックアップセンサ１６は、サドル１５及び駒１２を介して伝達される振動を
ピックアップして電気信号に変換し、前記電気回路装置に出力する。
【００２９】
　このように構成した具体的実施形態に係る電気ギターにおいても、前記基本構成例の場
合と同様に、駒支持部材１３により、アコースティックギターの表板の振動特性（共振特
性）が模倣される。その結果、この具体的実施形態に係る電気ギターにおいても、上述し
たように、音高に対する音量、音質及び減衰特性が、アコースティックギターと似たもの
となり、これらの特性は、ピックアップセンサ１６によって変換された電気信号に基づく
楽器音に現れるので、共鳴胴があるアコースティックギターのような表現力や演奏性を得
ることができる。
【００３０】
ｃ．変形例
　さらに、本発明の実施にあたっては、上記基本的構成例及び具体的実施形態に限定され
るものではなく、本発明の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
【００３１】
　上記具体的実施形態においては、電気ギターに本発明に係る基本的構成を適用した例に
ついて説明したが、前記基本的構成は、電気ギター以外の他の電気弦楽器にも適用される
ものである。
【００３２】
　また、上記基本的構成例及び具体的実施形態においては、駒１２を支持する駒支持部材
１３の両端部を胴１１に固定するようにした。しかし、これに代えて、図１１に示すよう
に、駒支持部材１３の一端のみを胴１１に固定、すなわち駒支持部材１３を胴１１に片持
ち構造にするようにしてもよい。これによっても、駒支持部材１３は振動可能であるので
、上記基本的構成例及び具体的実施形態の場合と同様な効果が期待される。
【００３３】
　また、上記基本的構成例及び具体的実施形態においては、駒１２を支持する駒支持部材
１３を板ばねで構成した。しかし、これに代えて、図１２に示すように、駒支持部材を剛
性の高い板材４１と、板材４１の下面に固定されて板材４１を支持する複数のコイルばね
４２で構成するようにしてもよい。すなわち、複数のコイルばね４２の下端を胴１１上に
固定するとともに、複数のコイルばね４２の上端を板材４１の下面に固定し、板材４１の
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上面に駒１２を固定するようにしてもよい。これによっても、板材４１は、コイルばね４
２によって振動可能であるので、上記基本的構成例及び具体的実施形態の場合と同様な効
果が期待される。
【００３４】
　また、上記基本的構成例及び具体的実施形態における板ばねからなる駒支持部材１３に
代えて、図１３に示すように、胴１１と駒１２との間に挟み込まれたゴム、樹脂などの弾
性部材（弾性材料）からなる駒支持部材４３に用いるようにしてもよい。すなわち、弾性
部材からなる駒支持部材４３を胴１１の上面に固定するとともに、この駒支持部材４３上
に駒１２を固定するようにしてもよい。これによっても、駒１２は、弾性部材である駒支
持部材４３を介して胴１１に振動可能に支持されるので、上記基本的構成例及び具体的実
施形態の場合と同様な効果が期待される。
【００３５】
　また、上記基本的構成例及び具体的実施形態における板ばねからなる駒支持部材１３に
代えて、図１４(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)に示す構造により駒１２を支持するように変形することもで
きる。すなわち、駒１２の下側位置にて、木製の胴１１内に弦１４の延設方向に沿って延
びた方形状のスリット（空間）１１ｃを設けるとともに、スリット１１ｃにおける弦１４
と直交する方向の両側を胴１１の上方に開口させる。そして、スリット１１ｃの上方に位
置する胴１１の厚さを薄くして上下振動可能とする。言い換えれば、この厚さを薄くした
胴１１の部分が上記基本的構成例及び具体的実施形態における板ばねからなる駒支持部材
１３に代わる駒支持部材４４として機能し、駒１２は駒支持部材４４によるばね構造によ
って振動可能に支持されることになる。これによっても、駒１２は、弾性部材である駒支
持部材４４を介して胴１１に振動可能に支持されるので、上記基本的構成例及び具体的実
施形態の場合と同様な効果が期待される。
【００３６】
　また、図１４の電気弦楽器をさらに変形して、図１５(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)に示すように、図１
４のスリット１１ｃに代えて、胴１１の側面に開口させたスリット１１ｄを設けるように
してもよい。すなわち、駒１２の下側位置にて、木製の胴１１内に弦１４の延設方向に沿
って延びた方形状のスリット（空間）１１ｄを設けるとともに、スリット１１ｄにおける
弦１４と直交する方向の両側のうちの一方を胴１１の側方に開口させる。また、スリット
１１ｄにおける弦１４と直交する方向の両側を胴１１の側方に開口させてもよい。そして
、この場合も、スリット１１ｄの上方に位置する胴１１の厚さを薄くして上下振動可能と
して、この胴１１の部分を上記基本的構成例及び具体的実施形態における板ばねからなる
駒支持部材１３に代わる駒支持部材４５として機能させる。これによっても、駒１２は駒
支持部材４５によるばね構造によって振動可能に支持され、上記基本的構成例及び具体的
実施形態の場合と同様な効果が期待される。
【００３７】
　また、上記基本的構成例、具体的実施形態及び前記各種変形例においては、ピックアッ
プセンサ１６をサドル１５の下面に設けるようにした。しかし、このピックアップセンサ
１６は、弦１４の加振による駒１２の振動をピックアップすることができればよいので、
サドル１５の下面でなくても、駒１２の近傍位置であればどこでもよい。例えば、駒１２
の外周面、駒支持部材１３などに設けるようにしてもよい。また、複数の異なる箇所にピ
ックアップセンサをそれぞれ設け、複数のピックアップセンサの出力を混合して用いるこ
とも可能である。
【００３８】
　また、上記基本的構成例、具体的実施形態及び前記各種変形例においては、ピックアッ
プセンサ１６として圧電素子を用いるようにしたが、このピックアップセンサ１６は駒１
２付近の振動（変位、速度、加速度）をピックアップすることができればよいので、圧電
素子以外の振動センサ（ピックアップセンサ）を用いることもできる。例えば、半導体式
の振動センサ、静電容量型の振動センサなどを用いることもできる。
【００３９】
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　また、上記基本的構成例、具体的実施形態及び前記各種変形例においては、音高に対す
る音量、音質及び減衰特性が、アコースティック弦楽器と似たものとするようにした。し
かし、音高に対する音量、音質及び減衰特性の全てを似たものとするのではなく、一部を
似たものとするようにしても、共鳴胴があるアコースティック弦楽器のような表現力や演
奏性を得ることができる。
【００４０】
　さらに、上記基本的構成例及び具体的実施形態では説明しなかったが、電気回路装置内
にイコライジング処理回路、畳み込み演算処理回路などを設けて、ピックアップセンサ１
６からの電気信号を適宜信号処理して発生するようにするとよい。これによれば、音高に
対する音量及び音質の違いに加えて、弦１４自体の減衰の速さに関連した出力信号の減衰
の速さも調整できるようになる。
【符号の説明】
【００４１】
１１…胴、１１ｃ，１１ｄ…スリット、１２…駒、１３，４３，４４、４５…駒支持部材
、１４…弦、１５…サドル、１６…ピックアップセンサ、４１…板材、４２…コイルばね
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