
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本の弦が張設され 細長い楽器本体と、この楽器本体の

前記弦の振動を電気信号に変換する

ことを特徴とする電気ギター。
【請求項２】
　

ことを特徴とする電気ギター。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、弦の振動を電気信号に変換してスピーカから発音させる電気ギターに関し、さ
らに詳しくは響胴を備えないフレーム構造の電気ギターに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来エレクトリックギターと呼ばれるスチール弦の電磁型ピックアップ装置を備えた電気
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た 両側面にそれぞれ取付けら
れたフレームと、 ピックアップ装置とを備え、
　前記楽器本体の両側面と前記フレームとの間にスピーカを収容し得る広さの空間をそれ
ぞれ設け、
　前記楽器本体の一側面を打楽器兼スピーカ装着部とし、この打楽器兼スピーカ装着部に
電子打楽器とスピーカを選択的に取付けるようにした

請求項１記載の電気ギターにおいて、
　前記楽器本体の他側面をスピーカ用装着部とし、このスピーカ用装着部にスピーカを着
脱可能に取付けるようにした



ギターは、ボディの構造の相違によってボディを一枚の木材によって所要の形状に加工形
成したものや、内部が完全な中実構造と、内部の一部をくり抜いて中空部を設けた構造の
ものがある。また、エゾ松やスプルース等の木材からなる外装甲板および側板によってア
コースティックギターと同様に内部が中空で響胴として機能するボディを形成し、内部中
央にメイプル等の木材によって形成した柱体（センターブロック）を設けているものもあ
る。一方、感圧型ピックアップを用いて弦支持部材から振動を拾う方式でナイロン弦（ガ
ット）を使用したものも近年現れている。
【０００３】
しかしながら、電気ギターの場合はアコースティックギターと異なり弦の振動をセンサに
よって検出して電気信号に変換し、スピーカから電子音として発音させるようにしている
ため、ボディ自体に本来の響胴としての機能を持たせる必要性がない。しかし、ガット弦
を使用するアコースティックギターの場合は響胴で響かせた音をマイクロフォンで拾って
拡張していた。最近ではナイロン弦（ガット）を使用し、弦振動を直接ピックアップする
電気ギターのボディ構造として図６に示すように通称フレーム型と称するボディを採用し
た電気ギターが開発されている。すなわち、この電気ギター１は、所定本数のガット弦２
が張設される細長い楽器本体３の左右両側面に、通常のボディの外形状と略等しい瓢箪型
に折り曲げ形成したフレーム４（４ａ，４ｂ，４ｃ）を着脱可能に取付け、楽器本体３と
フレーム４との間に空間５を設けたものであり、その結果として軽量化に加えて、フレー
ム４を楽器本体３から取り外すと持ち運びが容易となり、また保管スペースを小さくする
ことができるという利点がある。なお、６は指板、７は上駒、８は下駒、９はネック部、
１０は糸巻き装置である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記したフレーム構造の電気ギター１においては響胴を備えていないこと
から、例えばフラメンコ等を演奏するときのようにボディを叩く形態をとる音楽演奏には
使用することができず、演奏ジャンルや演奏方法が著しく制約されるという問題があった
。
また、スピーカを内蔵していないため、外部に音を出したいときは、ギターユニットとは
別個の外部スピーカやヘッドフォンに接続する必要があった。
【０００５】
本発明は上記した従来の問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは
、響胴を備えないフレームタイプにも拘わらずアコースティック型と同様に演奏曲目に幅
をもたせることができ、さらに自動伴奏による一人アンサンブルも可能で多目的演奏を可
能にした電気ギターを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために第１の発明は、複数本の弦が張設され 細長い楽器本体と、
この楽器本体の 前記弦の振動を電気信号に変
換する

ものである。
【０００７】
　第１の発明においては、 パッド部を叩き響胴として用いると、例えばフラ
メンコ等を演奏するときのようにボディを叩く形態をとる音楽演奏に使用することができ
る。
　また、電子打楽器に伴奏を電気的に記憶しておくと、この伴奏に合わせて電気ギターを
演奏することにより、アンサンブル（合奏）を楽しむことができる。
【０００８】
　第２の発明は、
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た
両側面にそれぞれ取付けられたフレームと、

ピックアップ装置とを備え、前記楽器本体の両側面と前記フレームとの間にスピー
カを収容し得る広さの空間をそれぞれ設け、前記楽器本体の一側面を打楽器兼スピーカ用
装着部とし、この打楽器・兼スピーカ用装着部に電子打楽器とスピーカを選択的に取付け
るようにした

電子打楽器の

前記楽器本体の他側面をスピーカ用装着部とし、このスピーカ用装着部



ものである。
【０００９】
この発明においては、ギター本体に外付けされるスピーカを備えているので、ギターユニ
ットを別の外部スピーカに接続する必要がない。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面に示す実施の形態に基づいて詳細に説明する。
図１は本発明に係る電気ギターの一実施の形態を示す分解斜視図、図２は同電気ギターの
正面図、図３はフレーム取付部の拡大断面図、図４は電子打楽器の要部の断面図、図５は
楽音発生回路の一例を示すブロック図である。これらの図において、全体を符号２０で示
す電気ギターは、細長い木製の楽器本体２１と、この楽器本体２１の上方に張設される弦
２（２ａ～２ｆ）と、楽器本体２１の左右両側面に取付けられるフレーム２２（２２Ａ，
２２Ｂ）と、楽器本体２１に取付けられるストラップ２３等を備えている。また、楽器本
体２１の両側面に着脱可能に取付けられる電子打楽器２５およびスピーカ２６（２６Ａ，
２６Ｂ）を備えている。
【００１３】
前記楽器本体２１は、胴部２１Ａと、この胴部２１Ａの上端に連設された棹部２１Ｂと、
この棹部２１Ｂの先端に一体に設けられたネック部２１Ｃとで構成されている。胴部２１
Ａは、表面の略中央に固定されたテールピース２７を有し、またこのテールピース２７に
は下駒８と、各弦２の振動をピックアップして電気信号に変換するピックアップ装置２４
（図５参照）が埋設されている。この種のピックアップ装置２４としては、例えば特開２
０００－２６７６６８号公報に開示されているものが知られている。一方、胴部２１Ａの
内部には、トーンコントロール等を含むプリアンプ、プリアンプに電力を供給する電源（
乾電池）、プリアンプの出力を外部に取り出すジャック（いずれも図示を省略）等が配設
されている。前記棹部２１Ｂは、多数のフレット２８が植設された指板２９を表面に有し
ており、ネック部２１Ｃとの境界に上駒７が植設されている。ネック部２１Ｃには、各弦
２をそれぞれ巻き取る糸巻き装置１０が取付けられている。前記各弦２は、図１において
左から第１～第６弦２ａ～２ｆの６本からなり、前方端が前記糸巻き装置１０にそれぞれ
巻き付けられて係止され、この糸巻き装置１０に近い部分が前記上駒７によって支持され
ている。一方、後方端は前記テールピース２７に係止され、このテールピース２７に近い
後方端付近が前記下駒８によって支持されている。
【００１４】
前記フレーム２２は、金属、合成樹脂、木材等によって形成され、胴部２１Ａの演奏時に
上となる左側面（第１弦２ａ側側面）Ｌに取付けられる第１のフレーム２２Ａと、演奏時
に下になる右側面（第６弦２ｆ側側面）Ｒに取付けられる第２のフレーム２２Ｂとからな
り、第１のフレーム２２Ａが胴部２１Ａに対して着脱可能に取付けられ、第２のフレーム
２２Ｂが着脱不能に取付けられている。
【００１５】
さらに、フレーム２２の取付構造の詳細を図３に基づいて詳述する。
前記胴部２１Ａの前端部と後端部は、前記第１、第２のフレーム２２Ａ，２２Ｂがそれぞ
れ取付けられるフレーム取付部３０（３０ａ，３０ｂ），３１（３１ａ，３１ｂ）を形成
している。ここで、図３は胴部２１Ａの後端側におけるフレーム取付部３０ａ，３１ａを
示している。第１のフレーム２２Ａが取付けられるフレーム取付部３０ａは、胴部２１Ａ
の左側面Ｌに形成された挿通孔３４と、この挿通孔３４に遊挿されたスリーブ３５を有し
、このスリーブ３５に第１のフレーム２２Ａの先端面に突設した連結ピン３６を蓋部材３
７のピン用孔３８より挿入し、フレーム用固定ねじ３９によって前記スリーブ３５の外周
の一部を押圧して弾性変形させ、挿通孔３４の孔壁にスリーブ３５を介して連結ピン３６
を押し付けることで、第１のフレーム２２Ａをフレーム取付部３０ａに着脱可能に固定し
ている。スリーブ３５は、径方向に弾性変形し得るように薄肉に形成されて前記連結ピン
３６の外径より大きな内径を有し、長手方向の略中央部が前記フレーム用固定ねじ３９に
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にスピーカを着脱可能に取付けるようにした



よって押圧される被押圧部を形成している。
【００１６】
前記蓋部材３７は、矩形の金属板またはプラスチック製で中央に前記ピン用孔３８を有し
、前記スリーブ３５が挿通孔３４から抜け出すのを防止している。そして、蓋部材３７は
、胴部２１Ａの前記側面Ｌに形成された凹部４１にはめ込まれ、図示を省略した木ねじに
よって固定されている。
【００１７】
前記フレーム用固定ねじ３９は、雄ねじ部３９Ａと、外周にセレーションが形成されたつ
まみ状の回転操作部３９Ｂと、この操作部３９Ｂと雄ねじ部３９Ａとの間に設けられた円
板状のストラップ押え部３９Ｃとを一体に有し、前記胴部２１Ａに軸線が前記挿通孔３４
と直交するように埋設されたナット４２に螺合している。フレーム用固定ねじ３９をナッ
ト４２にねじ込む際には、ストラップ２３の端部に設けた穴４３に雄ねじ部３９Ａを挿通
してねじ込むことにより、ストラップ２３の端部を胴部２１Ａに接続することができる。
つまり、フレーム用固定ねじ３９は、ストラップの固定手段を兼用するものである。なお
、ナット４２は胴部２１Ａの後端面Ｂに埋設されている。
【００１８】
前記胴部２１Ａの前端側に設けられるフレーム取付部３０ｂは、第１のフレーム２２Ａの
前端部を固定するためのフレーム固定用ねじ３９が図１に示すように胴部２１Ａの背面側
に設けられている点が異なるだけで、その他の構造は上記した後端側のフレーム取付部３
０ａと全く同一構造であるため、その説明を省略する。
【００１９】
一方、第２のフレーム２２Ｂが取付けられるフレーム取付部３１ａは、胴部２１Ａの右側
面Ｒに設けられた凹部５１を有し、この凹部５１に前記第２のフレーム２２Ｂの端面に設
けたプレート５２がはめ込まれ、複数個の木ねじ５３によって固定されている。なお、前
記胴部２１Ａの前端側に設けられるフレーム取付部３１ｂも前記フレーム取付部３１ａと
全く同一構造であるため、その説明を省略する。
【００２０】
前記楽器本体２１Ａと第１、第２のフレーム２２Ａ，２２Ｂとの間には、前記電子打楽器
２５、スピーカ２６Ａ，２６Ｂを収容し得る広さの空間６０，６１が存在し、胴部２１Ａ
の左側面Ｌにスピーカ２６Ａ用の第１の取付部６３と、電源スイッチ、各種の切替スイッ
チ等を有するコントロール部６４が設けられ、右側面Ｒに前記電子打楽器２５とスピーカ
２６Ｂが選択的に取付けられる第２の取付部６５が設けられている。
【００２１】
図１および図４において、前記電子打楽器２５は、剛性の高い材料によって形成された細
長いケース６７を有し、その上面に４つのパッド部Ｐ（Ｐ 1 ，Ｐ 2 ，Ｐ 3 ，Ｐ 4 ）が設け
られている。パッド部Ｐはケース６７の上面板６７ａに形成した挿通孔６８を覆う化粧板
６９によって形成されている。この化粧板６９の下面には、厚さ１ｍｍ程度の金属板７０
が密接して配設されており、さらにこの金属板７０の下面中央には化粧板６９が打撃され
たときの打撃力を金属板７０を介して検出し電気信号に変換する圧電素子等のセンサ７１
が固定されている。
【００２２】
前記パッド部Ｐの使い方としては、例えば１つのパッドをアコースティックギターの響銅
を叩いた音にする。１つは響胴を爪先で弾く音にする等でフラメンコ等の演奏に対応する
。また、２つのパッド部Ｐ 1 ，Ｐ 2 を電子ドラムとして用い、残り２つのパッド部Ｐ 3 ，
Ｐ 4 を電子シンバル用として用いるようにする。その場合、電子ドラム用においては、一
方のパッド部Ｐ 1 を打つことによって通常の演奏音を発音させ、他方のパッド部Ｐ 2 を打
つことによってリムショット音を発音させるようにする。また、電子シンバル用について
も、一方のパッド部Ｐ 3 を打つことによって通常の演奏音を発音させ、他方のパッド部Ｐ
4 を打つことによってカップ音を発音させるようにする。音源の選択は任意である。
【００２３】
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前記ケース６７の内部には、前記各パッド部Ｐのセンサ７１からの電気信号に基づいて楽
音信号を出力し前記スピーカ２６から電子音として発音させる楽音発生回路７５が組み込
まれている。
【００２４】
前記楽音発生回路７５は、図５に示すように入力検出回路７７、発音制御回路７８、音源
回路７９Ａ，７９Ｂ、ミキシング（ＭＩＸ）回路８０、アンプ回路８１等を備えている。
入力検出回路７７は、各パッド部Ｐ 1 ～Ｐ 4 に設けたセンサ７１からの電気信号を検波、
整形し、入力信号として発音制御回路７８に出力する。発音制御回路７８は、入力検出回
路７７からの入力信号に基づき音色、音程、発音時間等の発音制御信号を音源回路７９Ａ
に出力する。音源回路７９Ａは前記発音制御信号に基づき楽音信号波形等を発生する。Ｍ
ＩＸ回路８０は、音源回路７９Ａからの楽音波形信号を音声信号として出力し、この音声
信号はアンプ回路８１によって増幅された後、スピーカ２６によって演奏音として発音さ
れる。また、前記ＭＩＸ回路８０は、フロッピー（登録商標）ディスクからの楽音信号が
入力される制御回路８２が前記音源回路７９Ａとは別の音源回路７９Ｂを介して接続され
るとともに、コンパクトディスクやカセットテープなどの楽音信号が入力される外部入力
回路８３が接続されることにより、前記音源回路７９Ａと、音源回路７９Ｂや外部入力回
路８３からの楽音信号波形をミキシングし、音声信号として出力する。さらに、ＭＩＸ回
路８０に外部出力回路８４を接続しておくと、他の電子機器に楽音信号を出力することが
できる。さらに、前記ＭＩＸ回路８１には、ギター音源である前記ピックアップ装置２４
がイコライザー回路８６およびＤＳＰ（リバーブ）８７を介して接続され、制御回路８２
には内蔵音源８８が接続されている。
【００２５】
このような電子打楽器２５は、ケース６７の背面に突設した複数本の接続端子９０を有し
、前記楽器本体２１Ａの右側面Ｒに設けた第２の取付部６５に着脱可能に取付けられる。
【００２６】
前記スピーカ２６は、前記電子打楽器２５と略同形状の平板スピーカからなり、背面に突
設した複数本の接続端子９１を有している。また、スピーカ２６Ａと２６Ｂは、左右対称
に形成されており、左側のスピーカ２６Ａが前記楽器本体２１Ａの左側面Ｌに設けた前記
スピーカ用装着部６３に着脱可能に取付けられ、右側のスピーカ２６Ｂと前記電子打楽器
２５が前記打楽器・兼スピーカ用装着部６５に選択的に取付けられるようになっている。
【００２７】
電気ギター２０の演奏態様としては、次の３通りが考えられる。
▲１▼通常の消音電気ギターとしての演奏
▲２▼電子打楽器を装着しての演奏
▲３▼スピーカ２６Ａ，２６Ｂを装着しての演奏
【００２８】
▲１▼　通常の消音電気ギターとしての演奏法は、電源スイッチをオフにして通常のギタ
ーと同様に演奏する方法である。この場合は、響胴を備えていないので、演奏音量が小さ
く、弦２の生音を発音させることができる。また、電子打楽器とスピーカ部を外せばコン
パクトで持ち運びが便利である。
【００２９】
▲２▼　電子打楽器２５を装着しての演奏法は、電気ギター２０の演奏中にパッド部Ｐを
手で叩くことにより様々な効果音を出すことが可能である。また、予め電気的に記憶され
た伴奏に合わせてのアンサンブルが可能である。特に、パッド部Ｐを響胴代わりに叩いて
演奏すると、フレーム構造の電気ギターであるにも拘わらずアコースティック型と同様に
、クラシック、フォーク、フラメンコ等の多ジャンルのギター演奏を楽しむことができる
。
【００３０】
▲３▼　スピーカ２６Ａ，２６Ｂを装着しての演奏法は、響胴を備えたアコースティック
ギターと同様にスピーカから外部に音を出して演奏することが可能である。
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【００３１】
なお、上記した実施の形態においては、第２のフレーム２２Ｂを楽器本体２１に着脱不能
に取付けた例を示したが、本発明はこれに何ら限定されるものではなく、第１のフレーム
２２Ａと同様に着脱可能に取付けてもよいことは勿論である。また、第１、第２のフレー
ム２２Ａ，２２Ｂを着脱可能に取付けた場合は、搬送、収納時に第１、第２のフレーム２
２Ａ，２２Ｂを楽器本体２１から取り外すと、バック等にコンパクトに収納でき、気軽に
携帯できる。
さらに、電子打楽器２５のパッド部Ｐは４つに限らず適宜増減し得る。
【００３２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る電気ギターは、着脱可能な電子打楽器を備えているので
、通常のギター演奏に加えて電子ドラムや電子シンバルの演奏をも楽しむことができ、ま
たパッド部を備えていることによりフレーム構造の電気ギターであるにも拘わらずアコー
スティック型と同様に、例えばフラメンコ等を演奏するときのようにボディを叩く形態を
とる音楽演奏を楽しむことができる。
また、フレーム、電子打楽器およびスピーカは楽器本体に対して着脱可能に取付けられて
いるため、搬送性、保管性に優れている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る電気ギターの一実施の形態を示す分解斜視図である。
【図２】　同電気ギターの正面図である。
【図３】　フレーム取付部の拡大断面図である。
【図４】　電子打楽器の要部の断面図である。
【図５】　楽音発生回路の一例を示すブロック図である。
【図６】　従来のフレーム構造を採用した電気ギターの正面図である。
【符号の説明】
２，２ａ～２ｆ…弦、７…上駒、８…下駒、２０…電気ギター、２１…楽器本体、２１Ａ
…胴部、２１Ｂ…棹部、２１Ｃ…ネック部、２２…フレーム、２２Ａ…第１のフレーム、
２２Ｂ…第２のフレーム、２３…ストラップ、２５…電子打楽器、２６…スピーカ、２７
…テールピース。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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