
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気ギターのボディ上面にヒンジ機構を介して揺動可能に支持されたベースプレートと、
該ベースプレート上に設けられ、弦の臨界接触点の位置を実質的に変更することなくファ
インチューニングを行うようにしたファインチューニング手段とを備えた電気ギターのト
レモロ装置において、
前記ヒンジ機構は、前記ベースプレートの左右両側部に設けたベアリング収容孔と、両収
容孔にそれぞれ収容されるベアリングと、両ベアリングの張弦方向前方において、前記ボ
ディの上面に立設した左右一対の支持ピンと、両支持ピンの上端部にそれぞれ連結された
平面エルボ状のアーム部材と、両アーム部材の先端部に連結され、かつ両ベアリングの中
心孔に挿入される連結ピンとを備え、前記ベアリングの軸線方向の中心と前記支持ピンの
中心軸線とが張弦方向から見てほぼ同じ位置に設定されている電気ギターのトレモロ装置
。
【請求項２】
請求項１において、前記アーム部材に設けられた前記支持ピンを貫通する貫通孔は、張弦
方向と直交する水平方向に指向する長孔に形成されている電気ギターのトレモロ装置。
【請求項３】
請求項２において、前記支持ピンの上端部にはアーム部材の基端部を上下方向の移動可能
に弾性的に支持する弾性支持手段が設けられている電気ギターのトレモロ装置。
【請求項４】
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請求項３において、前記アーム部材の基端部上面には弾性リングが支持ピンに嵌合するよ
うに支持され、支持ピンには前記弾性リングを係止するＥリングが設けられている電気ギ
ターのトレモロ装置。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか一項において、前記支持ピンの中間部には前記アーム部材の下面
を支持する支持台座が設けられ、該支持台座の支持面はほぼ球面又は円錐面に形成されて
いる電気ギターのトレモロ装置。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか一項において、前記支持ピンの下部にはネジ部が設けられ、該ネ
ジ部は前記ボディに固定したネジ筒に螺合されている電気ギターのトレモロ装置。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか一項において、前記ベアリングはその軸線方向に複数個設けられ
、各ベアリングの間にはリング状のスペーサが介在されている電気ギターのトレモロ装置
。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか一項に記載のトレモロ装置を備えた電気ギター。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気ギターのトレモロ装置及び電気ギターに関する。
【０００２】
【従来の技術】
トレモロ装置を備えた電気ギターでは、トレモロ演奏時の弦の張力（ピッチ）の変化に起
因する音程（調弦状態）の狂いを防ぐようになっている。例えば、ＵＳＰ第４１７１６６
１号公報に記載の電気ギターでは、ボディ面のトレモロ装置のサドル部分においてボルト
及び押さえ部材により弦がロックされている。ヘッド部寄りのナット部分にも弦を固定す
る弦固定部材が設けられている。そのため、トレモロ演奏を行っても調弦が狂いにくい。
ナット部分で弦がロックされている場合は、糸巻きでの調弦が困難になるため、弦をナッ
ト部分でロックした後でも微調弦（ファインチューニング）が可能なように、前記サドル
部分にファインチューニング装置が設けられている。
【０００３】
図８は、電気ギターのトレモロ装置のベースプレート２３と、それをボティに支持するヒ
ンジ機構を示す平面図である。ベースプレート２３の左右両側部には軸受６１，６１が一
体に形成され、両軸受６１，６１の取付孔６１ａ，６１ａには連結ピン６２，６２の基端
部が圧入嵌合されている。ボディ側には支持ピン６３，６３を介してアーム部材６４，６
４が水平方向の回動可能に連結されている。該アーム部材６４，６４にはベアリング６５
，６５が嵌入され、前記連結ピン６２，６２はベアリング６５，６５の中心孔に挿入され
ている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記軸受６１，６１の取付孔６１ａ，６１ａの軸線方向の深さは、連結ピン６２，６２に
弦の大きい張力が作用するので、所定深さ寸法を確保する必要がある。このため、取付孔
６１ａ，６１ａの軸線方向の中心Ｏ１，Ｏ１間の距離Ｄ１は所定の寸法となる。又、ベア
リング６５，６５にも大きい弦の張力が作用するので、軸線方向の長さを所定寸法確保す
る必要がある。このため、ベアリング６５の軸線方向の中心Ｏ２と、前記中心Ｏ１の距離
Ｄ２も所定の寸法が必要となる。支持ピン６３の中心Ｏ３の位置は、前記ベアリング６５
，６５の中心Ｏ２，Ｏ２と対応する位置に設定され、ベアリング６５，６５に弦の張力が
均等に作用するようにしている。従って、前記中心Ｏ２（Ｏ３）からアーム部材６４，６
４の外端面までの張り出し距離Ｄ３，Ｄ３を所定の寸法確保しなければならない。この結
果、両アーム部材６４，６４の全距離が、Ｄ１＋２×Ｄ２＋２×Ｄ３となって幅方向に大
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きなスペースを必要とする問題がある。前記アーム部材６４が側方に大きく張り出すと、
外観を損なうという問題もある。
【０００５】
本発明は、上記従来の技術に存する問題点を解消して、ベースプレートを支持するヒンジ
機構の設置スペースをコンパクト化することができる電気ギターのトレモロ装置及び電気
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】
上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、電気ギターのボディ上面にヒン
ジ機構を介して揺動可能に支持されたベースプレートと、該ベースプレート上に設けられ
、弦の臨界接触点の位置を実質的に変更することなくファインチューニングを行うように
したファインチューニング手段とを備えた電気ギターのトレモロ装置において、前記ヒン
ジ機構は、前記ベースプレートの左右両側部に設けたベアリング収容孔と、両収容孔にそ
れぞれ収容されるベアリングと、両ベアリングの張弦方向前方において、前記ボディの上
面に立設した左右一対の支持ピンと、両支持ピンの上端部にそれぞれ連結された平面エル
ボ状のアーム部材と、両アーム部材の先端部に連結され、かつ両ベアリングの中心孔に挿
入される連結ピンとを備え、前記ベアリングの軸線方向の中心と前記支持ピンの中心軸線
とが張弦方向から見てほぼ同じ位置に設定されていることを要旨とする。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記アーム部材に設けられた前記支持ピン
を貫通する貫通孔は、張弦方向と直交する水平方向に指向する長孔に形成されていること
を要旨とする。
【０００８】
請求項３に記載の発明は、請求項２において、前記支持ピンの上端部にはアーム部材の基
端部を上下方向の移動可能に弾性的に支持する弾性支持手段が設けられていることを要旨
とする。
【０００９】
請求項４に記載の発明は、請求項３において、前記アーム部材の基端部上面には弾性リン
グが支持ピンに嵌合するように支持され、支持ピンには前記弾性リングを係止するＥリン
グが設けられていることを要旨とする。
【００１０】
請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか一項において、前記支持ピンの中間部
には前記アーム部材の下面を支持する支持台座が設けられ、該支持台座の支持面はほぼ球
面又は円錐面に形成されていることを要旨とする。
【００１１】
請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項において、前記支持ピンの下部に
はネジ部が設けられ、該ネジ部は前記ボディに固定したネジ筒に螺合されていることを要
旨とする。
【００１２】
請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか一項において、前記ベアリングはその
軸線方向に複数個設けられ、各ベアリングの間にはリング状のスペーサが介在されている
ことを要旨とする。
【００１３】
請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか一項に記載のトレモロ装置を備えた電
気ギターであることを要旨とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した電気ギターのトレモロ装置を備えた電気ギターの一実施形態を
図１～図７に従って説明する。
【００１５】
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図７は、電気ギター１１全体を上面側から見た図である。図７において紙面手前側を電気
ギター１１の上方、上側を前方とする。
電気ギター１１は、ソリッドタイプのボディ１２と、ボディ１２から前方に延設されたネ
ック１３を備える。ネック１３前端のヘッド部１４には、弦１５を巻き取る６本の弦柱１
６が上方に回動可能に突設されている。それぞれの弦柱１６の背面には図示しないギヤ機
構を有し、かつヘッド部１４から突設された糸巻き１７が備えられ、弦柱１６が回動され
ようになっている。この弦柱１６、ギヤ機構、糸巻き１７によりそれぞれの弦１５のピッ
チ（張力）が調整されて張弦される。又、ネック１３の先端部に設けたナット１８には弦
１５が臨界接触されている。このナット１８が弦１５の第１臨界接触点となる。弦１５は
上方から固定されており、ナット１８で第１臨界接触している弦１５を上方から、押さえ
部材で押さえ、ボルトでナット１８に締め付けるロッキングナットとしている。
【００１６】
ボディ１２には中央やや後方側に、トレモロ装置２１が配設されている。前記ナット１８
で第１臨界接触し、トレモロ装置２１で第２臨界接触された６本の弦１５は、所定の張力
で相互に略平行に張架される。ボディ１２には弦の振動を検出し、電気信号に変換するピ
ックアップが配置されている。このピックアップに生じた電気信号は、ケーブル（図示略
）を介してアンプリファイアーで増幅されて音声に変換される。
【００１７】
次に、前記トレモロ装置２１の概略構成を分解斜視図の図６により説明する。このトレモ
ロ装置２１はボディ１２に対しヒンジ機構２２により回動可能に装着されるベースプレー
ト２３と、ベースプレート２３の上面に装着され、かつ前記各弦１５を支持するためのブ
リッジサドル２４とを備えている。又、トレモロ装置２１は前記ベースプレート２３を弦
１５に張力が付与される方向に回動付勢するための張力付与機構２５と、さらに前記ベー
スプレート２３に設けられ、前記ベースプレート２３をヒンジ機構２２を中心に回動する
トレモロ操作機構２６とを備えている。
【００１８】
そこで、前記各機構について順次説明する。
前記ヒンジ機構２２は本発明に係る構成であるため、後に詳述し、ここでは簡単に説明す
る。このヒンジ機構２２は前記ベースプレート２３に対し支持ピンとしてのスタッドボル
ト３１により固定されるアーム部材としてのブラケット２８と、該ブラケット２８の先端
部に連結ピンとしての軸２９を介して連結したベアリング３０とを備えている。前記ベア
リング３０はベースプレート２３の左右両側に一体形成した軸受２７の収容孔２７ａに嵌
入されるようになっている。
【００１９】
図５は前記ブリッジサドル２４を示す。このブリッジサドル２４を構成するサドル保持部
材３５は、その先端部にスロット３５ａを備えている。該スロット３５ａから下方に挿通
した固定ボルト３６を前記ベースプレート２３に設けたネジ孔２３ａに螺合することによ
りベースプレート２３上面の所定位置にサドル保持部材３５が固定されている。前記サド
ル保持部材３５には軸受３５ｂが一体に形成され、該軸受３５ｂにはサドル３７の先端部
がピン３８により上下方向の回動可能に連結されている。前記サドル３７の上面にはクラ
ンプパッド３９が支持され、弦固定用ボルト４０によってサドル３７に向かって締め付け
固定されている。前記サドル３７にはネジ孔３７ａが形成され、前記クランプパッド３９
に貫通された弦固定用ボルト４０を前記ネジ孔３７ａに螺合している。前記サドル３７の
前端部には第２臨界接触点Ｚを形成する弦受け部３７ｂが設けられている。
【００２０】
前記クランプパッド３９は前記サドル３７の挟着面３７ｃとの間で弦１５を挟着する保持
部３９ａと、前記サドル３７に当接される支点３９ｂとを備えている。前記クランプパッ
ド３９には弦固定用ボルト４０を緩く貫通する貫通孔３９ｃが設けられている。前記クラ
ンプパッド３９の保持部３９ａとサドル３７の挟着面３７ｃとの間に弦１５のエンドリン
グを除去した端部が挟着されている。
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【００２１】
前記クランプパッド３９と前記サドル３７との間には、前記クランプパッド３９を上方に
付勢する弾性体としてのコイル状のバネ４１が設けられている。
前記サドル３７の後端部にはスロット３７ｅが形成されている。前記スロット３７ｅには
ファインチューニング手段としてのファインチューニングボルト４２のネジ部４２ａが下
方に向って挿通されている。ボルト４２の上端部に設けた頭部４２ｂがスロット３７ｅの
上端縁に係止されている。前記ベースプレート２３の後端部下面には取付板４３がビス４
４によって取り付けられている。前記取付板４３には前記ファインチューニングボルト４
２のネジ部４２ａを螺合するネジ孔４３ａが形成されている。前記ベースプレート２３に
は前記ファインチューニングボルト４２を貫通する貫通孔２３ｂが形成されている。
【００２２】
次に、前記張力付与機構２５について説明する。
図５に示すように前記ベースプレート２３の下面にはトレモロブロック４５がボルト４６
によって固定されている。前記ベースプレート２３の下面とトレモロブロック４５の上面
との間には板バネ４７が締め付け固定され、その先端部がベースプレート２３に形成され
た貫通孔２３ｃを通して前記サドル３７の下面に押圧されている。これによりスロット３
７ｅの上面がファインチューニングボルト４２の頭部４２ｂに押し付けられている。前記
トレモロブロック４５の下面にはバネ４８の一端部が係止されている。バネ４８の他端部
はボディの所定位置に固定したブラケットに係止されている。そして、前記両バネ４８に
よってトレモロブロック４５を図５において時計回り方向に回動付勢し、ベースプレート
２３が軸２９を中心に同方向に回動され、ブリッジサドル２４に装着した各弦１５に張力
が付与されるようになっている。
【００２３】
図６に基づいてトレモロ操作機構２６について説明する。
このトレモロ操作機構２６は、前記ベースプレート２３の一側部に下向きに貫通されるネ
ジ筒５１と、その下端部に螺合され、ネジ筒５１をベースプレート２３に締付け固定する
ナット５２とを備えている。前記ネジ筒５１の内部にはトレモロアーム５３の先端屈曲部
が取り外し可能に挿入されるようになっている。そして、前記トレモロアーム５３をネジ
筒５１の内部に挿入した状態でトレモロアーム５３を上下方向に傾動すると、トレモロ装
置２１のベースプレート２３、ブリッジサドル２４及びトレモロブロック４５等がバネ４
８の付勢力に抗してヒンジ機構２２の軸２９を中心に微量回動するようになっている。
【００２４】
次に、図１～図４に従ってこの発明の要部構成である前記ヒンジ機構２２について詳細に
説明する。
図４に示すように前記スタッドボルト３１はボディ１２に埋め込み固定されたナット３２
のネジ孔３２ａに螺合固定されている。前記スタッドボルト３１はネジ孔３２ａに螺合さ
れるネジ部３１ａと、該ネジ部３１ａの上端部に一体形成された連結ピン３１ｂとにより
構成されている。前記ネジ部３１ａと連結ピン３１ｂとの境界部には支持台座３１ｃが形
成され、その支持面は略球面状に形成されている。
【００２５】
前記スタッドボルト３１の連結ピン３１ｂの上端部にはドライバー等の工具を係合する凹
所３１ｄが形成されている。前記連結ピン３１ｂの上端寄りには環状溝３１ｅが形成され
、該環状溝３１ｅにはＥリング３３が係合されている。前記ブラケット２８の基端部２８
ａの上面と前記Ｅリング３３との間には弾性支持手段としてのゴム製の弾性リング３４が
介在されている。前記ブラケット２８は前記スタッドボルト３１に連結される基端部２８
ａと、アーム部２８ｂとにより平面視エルボ状に形成されている。前記アーム部２８ｂの
先端には前記軸２９を嵌入固定する軸孔２８ｃが設けられている。前記基端部２８ａには
前記スタッドボルト３１の連結ピン３１ｂを貫通する長孔２８ｄが形成されている。この
長孔２８ｄは張弦方向と直交する水平方向に指向されている。
【００２６】
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図３に示すように、前記軸受２７の収容孔２７ａに嵌入されるベアリング３０は二個用い
られ、各ベアリング３０の間にリング状のスペーサ４９が介在されている。
【００２７】
次に、前記のように構成した電気ギター１１のトレモロ装置２１についてその動作を説明
する。
前記ブリッジサドル２４に連結された各弦１５の端部を弦１５の張設方向に第２臨界接触
点Ｚの位置を実質的に変更することなくその張力を調節するには、ファインチューニング
ボルト４２の頭部４２ｂを指で回動操作する。頭部４２ｂによってサドル３７のスロット
３７ｅの上端面が上下方向に移動される。このためサドル３７はピン３８を中心に時計回
り方向又は反時計回り方向に回動され、弦１５の張力が調整される。
【００２８】
一方、前記第２臨界接触点Ｚを張弦方向に変更してハーモニック調弦を行うには、ナット
１８のロックを解除し、弦柱１６を糸巻き１７によって回転させ、弦１５を緩める。この
状態で固定ボルト３６を緩めてサドル保持部材３５を張弦方向にスロット３５ａを利用し
て往復動させると、ブリッジサドル２４のサドル３７の位置が調整される。この状態で固
定ボルト３６を再び締め付けてサドル保持部材３５をベースプレート２３に固定する。そ
の後、この状態で弦柱１６を糸巻き１７によつて回動させて、調弦してナット１８で弦１
５をロックする。さらに、ファインチューニングボルト４２を回動して弦１５のファイン
チューニングを行う。
【００２９】
上記のファインチューニングの状態でハーモニック調弦が適正か否かが判断され、不適切
の場合には、再びサドル保持部材３５の位置調整を行う。
次に、前記のように構成したトレモロ装置についてその効果を構成と共に列記する。
【００３０】
（１）前記実施形態では、図１に示すように、軸受２７，２７の収容孔２７ａ，２７ａに
ベアリング３０，３０を嵌入し、エルボ状のブラケット２８，２８に設けた軸２９，２９
をベアリング３０，３０の中心孔に挿入した。又、スタッドボルト３１，３１をベアリン
グ３０，３０と対応するように軸受２７，２７の前方に設けた。このため、前記スタッド
ボルト３１の軸線方向から見た中心Ｏ１，Ｏ１間の距離Ｄ１は所定の寸法が必要となる。
しかし、前記スタッドボルト３１の中心Ｏ１からのブラケット２８，２８のアーム部２８
ｂの張り出し距離Ｄ４，Ｄ４を短くすることができる。そのため、ヒンジ機構２２の設置
スペースを従来例（符号Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３参照）と比較してコンパクト化することができ
る。
【００３１】
（２）前記実施形態では、図１に示すように、スタッドボルト３１の軸線方向から見た中
心Ｏ１を通る張弦方向の直線と、前記ベアリング３０の軸方向の中心Ｏ２を通る張弦方向
の直線とが略同一直線となるように配置した。このため、弦１５の張力によりベースプレ
ート２３の押圧力が軸受２７、ベアリング３０、軸２９及びブラケット２８を介してスタ
ッドボルト３１の前記中心Ｏ１に作用する。従って、ベアリング３０に曲げモーメント荷
重が作用するのを防止してトレモロ操作機構２６による安定したトレモロ動作を行うこと
ができる。
【００３２】
（３）前記実施形態では、ブラケット２８の基端部２８ａの上面とＥリング３３との間に
弾性リング３４を介在させた。このため、ベースプレート２３の左右両端部が上下方向に
若干変位しても、その変位を弾性リング３４によって吸収することができ、ブラケット２
８の装着状態を安定化することができる。
【００３３】
（４）前記実施形態では、前記ブラケット２８の基端部２８ａに対し張弦方向と直交する
水平方向に長孔２８ｄを形成し、この長孔２８ｄにスタッドボルト３１の連結ピン３１ｂ
を緩く貫通した。このため、前記ベースプレート２３が弦高調節のために、上下方向に遥
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動したり、左右方向に変位したりしても、それらの動きに追従してブラケット２８を適正
状態に安定して保持することができる。
【００３４】
（５）前記実施形態では、スタッドボルト３１の支持台座３１ｃの支持面を球面とした。
このため、前記ブラケット２８の取付姿勢が変化しても、長孔２８ｄの下端縁を安定して
受承することができる。
【００３５】
（６）前記実施形態では軸受２７の収容孔２７ａに嵌入されるベアリング３０を複数個と
し、各ベアリング３０の間にスペーサ４９を介在させた。このため、ベアリング３０の軸
方向のスパンが大きくなり、軸２９を軸受２７に対し安定して保持することができる。
【００３６】
なお、本発明は以下のように変更して具体化することもできる。
○　スタッドボルト３１の連結ピン３１ｂの上端部にＥリング３３に代えてナットを螺合
することにより、ブラケット２８の基端部２８ａをスタッドボルト３１の支持台座３１ｃ
に押圧固定してもよい。
【００３７】
○　支持台座３１ｃの支持面を円錐面としてもよい。
○　Ｅリング３３に代えてＣリングを用いてもよい。
【００３８】
【発明の効果】
以上詳述したように、請求項１～７記載の発明は、ベースプレートを支持するヒンジ機構
の設置スペースをコンパクト化することができる。
【００３９】
請求項２記載の発明は、ベースプレートのベアリング、アーム部材、連結ピン及び支持ピ
ンを抉ることなく適正状態に装着することができ、両支持ピンの加工上の寸法のバラツキ
を吸収することができる。
【００４０】
請求項３記載の発明は、収容孔に対するベアリングの保持状態を安定化することができる
。
請求項４記載の発明は、弾性支持手段の構成を簡素化してコストを低減することができる
。
【００４１】
請求項５記載の発明は、支持ピンに対するアーム部材の取り付け姿勢の追従性を向上する
ことができる。
請求項６記載の発明は、支持ピンの取り付けを容易に行うことができる。
【００４２】
請求項７記載の発明は、ベアリングの軸線方向の距離を長くしてベースプレートを安定し
て支持することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明を具体化した電気ギターのトレモロ装置の平面図。
【図２】　トレモロ装置の側面図。
【図３】　ヒンジ機構の断面図。
【図４】　ヒンジ機構の断面図。
【図５】　ブリッジサドルの断面図。
【図６】　トレモロ装置の分解斜視図。
【図７】　電気ギターの正面図。
【図８】　従来のトレモロ装置のヒンジ機構を示す平面図。
【符号の説明】
２１…トレモロ装置、２２…ヒンジ機構、２３…ベースプレート、２４…ブリッジサドル
、２５…張力付与機構、２７…軸受、２７ａ…収容孔、２８…ブラケット、２８ａ…基端
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部、２８ｂ…アーム部、２８ｃ…軸孔、２８ｄ…長孔、２９…軸、３０…ベアリング、３
１…スタッドボルト、３２…埋め込みナット、３３…Ｅリング、３４…弾性リング、３１
ａ…ネジ部、３１ｂ…連結ピン、３１ｃ…支持台座、４９…スペーサ。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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