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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面側を開口部とし、背面には背面板を配し、背面と前面との間の周面には周面板を配
してなり、中間部に空間領域を有する音響ボックスを備え、
　１又は複数の音源と、該音源から発せられる音を受けることによって振動する１又は複
数の振動体とを備え、
　前記振動体の少なくとも１つは楽器の形態をなしていて、当該楽器の形態をなす振動体
は、前記音響ボックスの前面開口部において、当該振動体からの音が前記音響ボックスの
前面外方に向くように設置され、
　前記音源は、前記音響ボックス内において、音源から発せられた音を前記楽器の形態を
なす振動体がその背後で受け止めるように、前記楽器の形態をなす振動体の背後に配置さ
れ、
　前記音源がスピーカーユニットを備えた音再生装置である
　ことを特徴とする音響装置。
【請求項２】
　前記楽器の形態をなす振動体がチェロの形態をなしている
　ことを特徴とする請求項１に記載の音響装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の音響装置において、
　前記振動体は、楽器の形態をなす振動体以外に１又は複数の振動体を備え、
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　前記楽器の形態をなす振動体以外の振動体は、その少なくとも１つが真鍮製の中空パイ
プ又は真鍮製の薄板片である
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の音響装置。
【請求項４】
　前記中空パイプは、その先端部が拡径されている
　ことを特徴とする請求項３に記載の音響装置。
【請求項５】
　前記音響ボックス内における上記スピーカーユニットは、そのスピーカーユニットにお
ける音を発する側が振動体に向くように配置してなる
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の音響装置。
【請求項６】
　前記音響ボックス前面側は、楽器の形態をなす振動体を取り付けた以外の部分に閉塞部
を設けた
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の音響装置。
【請求項７】
　前記音響ボックス内壁面に吸音材が取り付けられている
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の音響装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音響装置に関し、特に生演奏に近い音を再生する音響装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、クラシック音楽やジャズ音楽などの音楽を再生する装置として、生演奏を録
音したレコード、カセットテープ又はＣＤ等の録音媒体を使用し、レコードプレーヤー、
カセットプレーヤー又はＣＤプレーヤーなどから生成される電気信号をパワーアンプ等を
経由してスピーカーシステムにより音波として再生するオーディオ機器等の再生装置が使
用されている。
【０００３】
　そこで、下記特許文献に示されるように、再生装置から発せられる演奏音をできるだけ
生の音色に近付けるべく工夫がなされているが、クラシック音楽やジャズ音楽などの管弦
楽に対してトータル的に生演奏に近い音色を発する音響装置は未だに達成し得ていないの
が現実である。
【０００４】
　特許文献１は、電気楽器用スピーカーエンクロージャに関するものであって、当該電気
楽器用スピーカーエンクロージャは、少なくとも一部が響板により覆われている共鳴室を
有してなり、スピーカーから発音される音波により前記響板及び共鳴室を共鳴させるよう
にしてなる構造のものである。
【０００５】
　特許文献２は、弦楽器の支持体及び弦楽器の加振装置に関するものであって、当該支持
体は、共鳴胴を有する弦楽器を支持するものであって、駆動信号によって振動する加振器
を有し、前記支持体に前記弦楽器が支持されたとき、前記弦楽器の前記共鳴胴に前記加振
器が当接して前記共鳴胴を加振するように構成されるものであり、当該加振装置は、互い
に対向位置にあり主として振動する第１の主振動壁及び第２の主振動壁を備えた共鳴胴を
有する弦楽器の前記共鳴胴を加振するものであって、駆動信号によって振動し、前記第１
の主振動壁に当接して前記第１の主振動壁を加振する第１の加振器と、駆動信号によって
振動し、前記第２の主振動壁に当接して前記第２の主振動壁を加振する第２の加振器と、
を有するものである。
【０００６】
　特許文献３は、スピーカー楽器に関するものであって、当該スピーカー楽器はヴァイオ
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リンの本体に音響振動発生器を配備し、増幅器を用いて音響振動発生器に録音信号を加え
ることにより、ヴァイオリンの演奏の録音を出来るだけ元の音に近くなるように再現しよ
うとしたものである。
【０００７】
　特許文献４は、箱を共鳴させるスピーカーシステムに関するものであって、当該スピー
カーシステムは、弦楽器の材料より製作された箱の前面に接しないようにスピーカーユニ
ットを取り付け、箱を共鳴させることにより楽器の原音に近い響を作る装置である。
【０００８】
　特許文献５は、スピーカー装置に関するものであって、当該スピーカー装置はアコース
ティック楽器のボディと同じ材質及び形状に形成されたエンクロージャ内に、電気信号に
より動作するスピーカーユニット等の振動発生源を、エンクロージャに対して接触しない
ようにサウンドボードの裏面に組み込んでなるものである。
【０００９】
　特許文献６は、弦楽器を使用したスピーカーによるコンサートシステムに関するもので
あって、当該コンサートシステムは、バイオリン、ビオラ、チェロ又はコントラバス等の
実際の弦楽器の裏板に電気－機械振動変換器を取り付け、その振動を弦楽器の胴部に伝え
、音響振動を発するものである。
【００１０】
　特許文献７は、情報送信装置、音響通信システムおよび音響透かし重畳方法に関するも
のであって、当該情報送信装置はオーディオ信号にエンコードされたデジタル情報である
情報音声を生成する情報音声生成部と、共鳴部を有する楽器に取り付けられる加振部とを
備え、情報音声発生部が発生した情報音声は加振部に供給され、加振部はこの情報音声で
楽器の共鳴部または発音部を振動させることにより、情報音声が（楽器の演奏音とともに
）放音される構成である。
【００１１】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のものは、スピーカーから発音される音波を響板
及び共鳴室を共鳴させるにすぎないものであり、楽器が本来有している形状や構造を通し
て楽器の音色に近付けるものではないから、生の音色に近付けることはできない。
【００１２】
　上記特許文献２に記載のものは、弦楽器のみについてのものであって管楽器についての
記載はなく、弦楽器の共鳴胴を当接させる加振器を別途必要とするものである。
【００１３】
　上記特許文献３に記載のものは、弦楽器のみについてのものであって管楽器についての
記載はなく、弦楽器に音響振動発生器を配備してヴァイオリン本体をスピーカーとするも
のである。
【００１４】
　上記特許文献４に記載のものは、弦楽器のみについてのものであって管楽器についての
記載はなく、しかも弦楽器の材料を使用するのみで弦楽器の形態をなすものではないため
、弦楽器による音色には到底及ばないものである。
【００１５】
　上記特許文献５に記載のものは、弦楽器のみについてのものであって管楽器についての
記載はなく、しかも、スピーカーユニットの前面から出る音はエンクロージャに伝わって
振動音となり、スピーカーユニットの後面から出る音はエンクロージャ内で共鳴して共鳴
音となるが、この振動音と共鳴音とは周波数において位相差が生じるため、互いに干渉し
合って忠実な音が再現されないものである。
【００１６】
　上記特許文献６に記載のものは、弦楽器のみについてのものであって管楽器についての
記載はなく、また、特別な電気－機械振動変換器を取り付けなければならず、しかも、そ
の効果を発揮するために膨大なコストが必要である。
【００１７】
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　上記特許文献７に記載のものは、アコースティックな楽器のみについてのものであって
管楽器についての記載はなく、また、楽器そのものに加振部を取り付ける構造であり、特
別な加振器が必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】実開昭５６－１２０５９４号公報
【特許文献２】特開２０１６－４５３１６号公報
【特許文献３】特開平１１－１２２６８７号公報
【特許文献４】特開２００２－１０３８４号公報
【特許文献５】特開２００２－２４７６７６号公報
【特許文献６】特開２００４－１２９０５８号公報
【特許文献７】特開２０１６－１１４７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　楽器の音色は楽器の種類、大きさで変化するようにその楽器を構成する材質の性状で異
なる。この法則はスピーカー音にも適用される。
【００２０】
　再生装置の性能で差はあるが、音波の出るスピーカーは忠実に電気信号に基づいて音を
発しているとしても、楽器の振動とスピーカーの振動は根本的に相違する。楽器の場合は
、例えば弦楽器で言えば木質の質量をもった構造体の振動であり、一方、スピーカーから
発する音は同一波形の音波としても、それはスピーカーが繊維成形品又は化学合成品を材
料として構成した強化厚膜状円錐体を振動させて音を発する。この楽器とスピーカーとの
差は、各楽器の種類に応じてそれぞれを構成する材質の性状で音色が変化するのと同様に
、同一の周波数の音波であってもその違いは明らかに認められるものである。
【００２１】
　楽器から出てくる音と同一波形をしたスピーカーから出てくる音の差は、各種の楽器か
ら出る音の特色の差と全く同一の原理であり、不可避である。
【００２２】
　楽器からの音は例えば金管楽器で言えば空気の振動を管に響かせてラッパ状の部分によ
り拡大させて音としている。一方、スピーカーからの再生は同一周波数のものであっても
振動音はあくまでスピーカーの構造体からのもので金管楽器が有する金属性の独特な鳴り
響きは得られない。これは上記と同様、各種の楽器の種類に応じてそれぞれを構成する材
質の性状で音色が変化するのと同様に同一の周波数の音波であっても当然大きな差がある
。音の差の本質は再生器の性能以前に、各種の楽器とスピーカーという音波発生器の構造
体との材質の性状の差にある。もちろん、各種楽器の形態とスピーカーの形態との違いか
ら生ずる音の差も無視できない。
【００２３】
　スピーカーの種類も様々であるが、この種類が異なるスピーカー間の音色の差もあるの
は当然であって、この性能の差以上に生の音との差が決定的である。
【００２４】
　上記従来の再生装置では、生演奏の音波である物理信号を録音媒体に録音することによ
り音情報に変化させ、また、この録音媒体に録音された音情報を電気信号に変化させ、さ
らに電気信号を物理信号としての音波に変化させるために、音色そのものが変化するに加
え、上記したようにスピーカーから発せられる音は本質的に自然音でないことにより再生
装置から発せられる電子再生音と生演奏の自然音との音色の差が歴然としており、オーケ
ストラ、ブラスバンド又はソロ等の実際の演奏に接して聴感する生演奏の自然音を再生装
置では到底再現することができないという問題があった。
【００２５】
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　そこで、本発明者は、鋭意研究を重ね、上記の現状を打破し、本来、各種の楽器が備え
ている音の発生原理、すなわち各種楽器が備える振動体を共鳴させて振動させることによ
り音を発生する原理を利用することにより、再生装置から発せられる電子再生音を生演奏
の音色に近い自然音に変化させる音響装置を開発した。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明に係る第１の音響装置は、前面側を開口部とし、背面には背面板を配し、背面と
前面との間の周面には周面板を配してなり、中間部に空間領域を有する音響ボックスを備
え、１又は複数の音源と、該音源から発せられる音を受けることによって振動する１又は
複数の振動体とを備え、前記振動体の少なくとも１つは楽器の形態をなしていて、当該楽
器の形態をなす振動体は、前記音響ボックスの前面開口部において、当該振動体からの音
が前記音響ボックスの前面外方に向くように設置され、前記音源は、前記音響ボックス内
において、音源から発せられた音を前記楽器の形態をなす振動体がその背後で受け止める
ように、前記楽器の形態をなす振動体の背後に配置され、前記音源がスピーカーユニット
を備えた音再生装置であることを特徴とする。
【００２７】
　上記のように構成したことにより、音再生装置のスピーカーユニットから発せられる電
子再生音を振動体が受けることにより振動体が共鳴及び振動し、振動体が有する独特の振
動が自然音となるので、電子再生音的な聴感が低減される。
【００２８】
　また、上記のように構成したことにより、音再生装置のスピーカーユニットから発せら
れる電子再生音を楽器の形態をなしている振動体が受けることにより、当該楽器から発せ
られる音に近似する自然音が発せられる。
【００２９】
　さらに、上記のように構成したことにより、音響ボックス前面側に配置された振動体か
ら自然音が発せられることになる。
【００３０】
　本発明に係る第２の音響装置は、上記第１の音響装置の構成に加え、前記楽器の形態を
なす振動体がチェロの形態をなしていることを特徴とする。
【００３１】
　本発明に係る第３の音響装置は、上記第１又は第２の音響装置の構成に加え、上記第１
又は第２の音響装置において、前記振動体は、楽器の形態をなす振動体以外に１又は複数
の振動体を備え、前記楽器の形態をなす振動体以外の振動体は、その少なくとも１つが、
真鍮製の中空パイプ又は真鍮製の薄板片であることを特徴とする。
【００３２】
　上記のように構成したことにより、音再生装置のスピーカーユニットから発せられる電
子再生音を真鍮製の中空パイプが受けることにより、金管楽器から発せられる音に近似す
る自然音が発せられる。また、音再生装置のスピーカーユニットから発せられる電子再生
音を真鍮製薄板片が受けることにより、金属製の打楽器に近似する自然音が発せられる。
【００３３】
　本発明に係る第４の音響装置は、上記第３の音響装置の構成に加え、前記中空パイプは
、その先端部が拡径されていることを特徴とする。
【００３４】
　本発明に係る第５の音響装置は、上記第１～第４のいずれかの音響装置の構成に加え、
前記音響ボックス内における上記スピーカーユニットは、そのスピーカーユニットにおけ
る音を発する側が振動体に向くように配置してなることを特徴とする。
【００３５】
　上記のように構成したことにより、音再生装置のスピーカーユニットから発せられる電
子再生音が振動体により共鳴されて変化した自然音が発せられることになる。
【００３６】
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　本発明に係る第６の音響装置は、上記第１～第５のいずれかの音響装置の構成に加え、
前記音響ボックス前面側は、楽器の形態をなす振動体を取り付けた以外の部分に閉塞部が
設けられていることを特徴とする。
【００３７】
　上記のように構成したことにより、音響ボックスの前面側の振動体のみから自然音が発
せられることになる。
【００３８】
　本発明に係る第７の音響装置は、上記第１～第６のいずれかの音響装置の構成に加え、
前記音響ボックス内壁面に吸音材が取り付けられていることを特徴とする。
【００３９】
　上記のように構成したことにより、音再生装置のスピーカーユニットから発せられる電
子再生音を音響ボックスの内壁面が受けても、当該電子再生音が吸音材により吸音される
ので、音響ボックス自体から発せられる振動音が低減される。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明は、上記のように音響装置を構成したので、従来の現状が打破でき、再生装置か
ら発せられる電子再生音を生演奏の音色に近い自然音に変化させることができた画期的な
発明である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の実施例に係る音響装置の全体斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る音響装置において、図１に示す状態から、天板、右
側壁板、チェロ及び中空パイプの前面周囲板を取り外した状態を示す一部省略斜視図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施例に係る音響装置において、図２に示す状態から、左右のチ
ェロ側壁板及びチェロ枠板を取り外した状態を示す一部省略斜視図である。
【図４】本発明の第２の実施例に係る音響装置の全体斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施例に係る音響装置において、図４に示す状態から、天板、右
側壁板及びチェロを取り外した状態を示す一部省略斜視図である。
【図６】本発明の第２の実施例に係る音響装置において、音再生装置のスピーカーユニッ
トと中空パイプの配置構成を示す斜視図である。
【図７】本発明の第３の実施例に係る音響装置の全体斜視図である。
【図８】本発明の第２の実施例に示す薄板片の変更例を示す概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に、添付の図面に基づいて本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００４３】
　図１～図３は本発明の音響装置の第１の実施例を表す。なお、電気配線は図示を省略す
る。
【００４４】
　図中の１は音響装置を示し、１０は音響ボックスを示す。当該音響ボックス１０は、前
面側を開口部１１とし、背面に配置された矩形状の背面板１２と、背面と前面開口部１１
との間に周面板として配置された左右両側の矩形状の左側壁板１３及び右側壁板１４と、
背面板１２と左側壁板１３及び右側壁板１４との上面に配置された台形状の天板１５と、
下面に配置された天板と同一サイズの底板１６とから構成され、前面の開口部１１に向か
って横幅が徐々に拡大する形状となるように形成されている。
【００４５】
　もちろん、音響ボックスは背面板と周面板とを半円筒状の形態に形成し、天板及び底板
を半円板として構成してもよい。
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【００４６】
　図１において、音響ボックス１０の前面中央に楽器の形態をなす振動体としてのチェロ
２０が、図２に示すようにチェロ枠板２１に支持され、左右両側のチェロ側壁板２２，２
３に囲まれるように立設配置されている。チェロ２０の背後には、音源としての音声再生
装置の一部をなすメインスピーカーユニット３０がやや上向きに傾斜して配置されており
、メインスピーカーユニット３０から放射された電子再生音をチェロ２０が受け止める構
成になっている。音源としての音声再生装置は、例えばレコード盤やコンパクトデイスク
等の録音媒体とプレーヤー等の変換器とメインアンプやプリアンプなどの増幅調整器とス
ピーカーユニットから構成される。また、チェロ枠板２１はチェロ２０から発せられる自
然音の集中性を高め、メインスピーカーユニット３０からの電子再生音と混ざらないよう
に構成している。また、内部構造が見えないので、外観上優れている。
【００４７】
　上記の構成により、メインスピーカーユニット３０からの電子再生音中、弦楽器の演奏
音はチェロ２０に放射されてチェロ２０自体が振動すると共に弦楽器の演奏音がチェロ２
０の胴部空間で共鳴して外部に出ていくので、弦楽器の生の音色に近い音となる。
【００４８】
　また、図３に示すように、左側壁板１３、背面板１２及び右側壁板１４に沿って、前面
に向かって拡開したコの字状に配置した中空パイプ群４０が設けられている。この中空パ
イプ群４０を構成する各中空パイプ４１～４５は、いずれも真鍮製であり、前面側の先端
部４１ａ～４５ａ，４１ｂ～４５ｂはラッパ状に拡径された円錐状をなしている。また、
各中空パイプ４１～４５それぞれについて上下一列にサブスピーカーユニット３１～３５
が各中空パイプ４１～４５に向かって電子再生音を発するように付設されている。サブス
ピーカーユニット３１～３５は、図３においては左側壁板１３側に付設した状態を示した
ものである。なお、図示は省略するが、背面板１２側及び右側壁板１４側にも、サブスピ
ーカーユニットが同様に付設されている。前記各中空パイプ４１～４５における前面側先
端部４１ａ～４５ａ，４１ｂ～４５ｂの口径は、下方に行くにしたがって大きくなってい
る。また、サブスピーカーユニット３１～３５も下方に行くにしたがって径大となるスピ
ーカーが使用されており、各中空パイプ４１～４５の上部側は高音域の音に対応し、下部
側は低音域の音に対応するように構成されている。なお、中空パイプの本数及びスピーカ
ーユニットの個数は上記に限られるものではなく、適宜変更してもよい。また、効果が若
干低減するが、コストダウン及び製造しやすさのために中空パイプの前面側先端部を必ず
しもラッパ状に拡径したものを使用しなくてもよい。さらに、効果が若干低減するが、メ
インスピーカーユニットのみでサブスピーカーユニットを省略してもよい。
【００４９】
　また、上記の各中空パイプ４１～４５は、それが配置される壁側との間に集音板５０が
立設されている。当該集音板５０には各中空パイプ４１～４５の半円部を取り囲む半円状
の凹部５１～５５が設けられており、凹部５１～５５は下に行くほど拡径になっていて高
音域及び低音域に対応できるように構成されている。なお、この集音板５０は、この形態
に限られるものではなく、サブスピーカーユニットからの電子再生音が中空パイプに集中
して放射され、各中空パイプ４１～４５がより共鳴するように構成すればよい。また、若
干効果が低減するが、コストダウン及び製造しやすさのために必ずしも集音板を設けなく
てもよい。
【００５０】
　上記中空パイプ４１～４５の左右の前面側先端部４１ａ～４５ａ，４１ｂ～４５ｂの周
囲には前面周囲板６１，６２が設けられており、中空パイプ４１～４５から発せられる自
然音の集中性を高め、各サブスピーカーユニットからの電子再生音と混ざらないように構
成している。また、この前面周囲板６１，６２により内部の構造が隠されるので、優れた
外観を呈することになる。
【００５１】
　上記の構成により、サブスピーカーユニット３１～３５からの電子再生音中、金管楽器
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の演奏音は真鍮製の中空パイプ４１～４５に放射されて中空パイプ４１～４５自体が振動
すると共に金管楽器の演奏音が中空パイプ４１～４５の中空空間内で共鳴し、かつ、ラッ
パ状の先端部４１ａ～４５ａ，４１ｂ～４５ｂで金管楽器が有する広がりがある音として
外部に出ていくので、金管楽器の生の音色に近い音となる。また、中空パイプに１又は複
数の小穴を形成すれば、電子再生音が中空パイプ内を通過し、中空パイプが共鳴し易くな
るので、好適である。
【００５２】
　また、音響装置１における音響ボックス１０の内部内面側にはグラスウール等の吸音材
が貼り付けられており、音響ボックス１０内での電子再生音や不協音等を吸収するように
構成しているので、外部にはノイズがない澄んだ音が放出される。
【００５３】
　なお、チェロ枠板２１と左右のチェロ側壁板２２，２３との接合個所の隙間、及び、左
右のチェロ側壁板２２，２３と左右の前面周囲板６１，６２との接合個所の隙間から漏れ
出るメイン及び各サブスピーカーユニットからの電子再生音は、上記した弦楽器及び金管
楽器以外の楽器から発せられる音として各振動体から発せられる自然音とミックスされる
ので、オーケストラやブラスバンドの生演奏を聞いている感じがする。もちろん、音響装
置１は、ソロ演奏等の少数種類の楽器演奏の電子再生音に対応できるものである。また、
各種の楽器に対応した複数種類の振動体を設けてもよい。
【実施例２】
【００５４】
　図４～図６は、本発明の音響装置の第２の実施例を表す。なお、電気配線は図示を省略
する。なお、第２の実施例は第１の実施例の内部構造を変更したものであり、同一構造の
部分については説明を省略し、第１の実施例の説明及び符号を援用する。
【００５５】
　図４に示す音響装置１００は、第１の実施例と同様の音響ボックス１０を備えており、
音響ボックス１０の前面中央に楽器の形態をなす振動体としてチェロ２０が、図５に示す
ようにチェロ台座１２４に支持され、左右両側のチェロ側壁板１２２，１２３に囲まれる
ようにやや傾斜させて立設配置されている。チェロ２０の背後には、音源としての音声再
生装置の一部をなすスピーカーユニット１３０が台箱１３６の上に重ねて配置されており
、スピーカーユニット１３０から放射された電子再生音をチェロ２０が受け止める構成に
なっている。なお、台箱１３６には音声再生装置を構成するプレーヤー等の変換器やメイ
ンアンプやプリアンプなどの増幅調整器の収納箱として使用できる。
【００５６】
　上記の構成により、スピーカーユニット１３０からの電子再生音中、弦楽器の演奏音は
チェロ２０に放射されてチェロ２０自体が振動すると共に弦楽器の演奏音がチェロ２０の
胴部空間で共鳴して外部に出ていくので、弦楽器の生の音色に近い音となる。
【００５７】
　また、図５及び図６に示すように、コの字状に配置した中空パイプ群１４０が設けられ
ている。中空パイプ群１４０は、その後部パイプ群がスピーカーユニット１３０とチェロ
２０との間に配され、その後部パイプ群の両端から音響ボックス１０の前面側に屈曲して
なるものであり、前面側の先端部１４１ａ～１４５ａ，１４１ｂ～１４５ｂはラッパ状に
拡径された円錐状をなしている。
【００５８】
　この中空パイプ群１４０を構成する各中空パイプ１４１～１４５は、いずれも真鍮製で
ある。前記各中空パイプ１４１～１４５における前面側先端部１４１ａ～１４５ａ，１４
１ｂ～１４５ｂの口径は、下方に行くにしたがって大きくなっており、各中空パイプ１４
１～１４５の上部側は高音域の音に対応し、下部側は低音域の音に対応するように構成さ
れている。当該先端部１４１ａ～１４５ａ及び先端部１４１ｂ～１４５ｂは、それぞれそ
れらを一組として取り囲む縦長円形の囲み板１４６ａ，１４６ｂにより囲われていて、先
端部１４１ａ～１４５ａ，１４１ｂ～１４５ｂから発せられる音をまとめるように構成さ
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れている。当該中空パイプ群１４０はチェロ側壁板１２２，１２３及び囲み板１４６ａ，
１４６ｂにより支持される。なお、中空パイプの本数は上記に限られるものではなく、適
宜変更してもよい。また、効果が若干低減するが、コストダウン及び製造しやすさのため
に中空パイプの前面側先端部を必ずしもラッパ状に拡径したものを使用しなくてもよい。
【００５９】
　上記中空パイプ１４１～１４５の左右の前面側先端部１４１ａ～１４５ａ，１４１ｂ～
１４５ｂの周囲には前面周囲板１６１，１６２が設けられている。当該前面周囲板１６１
，１６２には縦長の穴１６１ａ，１６２ａが形成されていて、縦長円形の囲み板１４６ａ
，１４６ｂが嵌まり込むようになっており、前記各中空パイプ１４１～１４５における前
面側先端部１４１ａ～１４５ａ，１４１ｂ～１４５ｂが露出するように構成されている。
【００６０】
　上記の構成により、スピーカーユニット１３０からの電子再生音中、金管楽器の演奏音
は真鍮製の中空パイプ１４１～１４５に放射されて中空パイプ１４１～１４５自体が振動
すると共に金管楽器の演奏音が中空パイプ１４１～１４５の中空空間内で共鳴し、かつ、
ラッパ状の先端部１４１ａ～１４５ａ，１４１ｂ～１４５ｂで金管楽器が有する広がりが
ある音として外部に出ていくので、金管楽器の生の音色に近い音となる。また、中空パイ
プに１又は複数の小穴を形成すれば、電子再生音が中空パイプ内を通過し、中空パイプが
共鳴し易くなるので、好適である。
【００６１】
　また、本実施例においては、天板１５の下面から吊り下げられた薄板片７０が設けられ
ており、当該薄板片７０は真鍮製で円形の薄板より構成される。真鍮製薄板片７０は、ス
ピーカーユニット１３０から発せられる電子再生音を受けることにより、シンバルのよう
な金属製の打楽器に近似する自然音に変化して発せられる。当該真鍮製薄板片７０は、上
記の形態のものに限られず、矩形や三角形でもよく、その厚みも適宜調整可能である。
【００６２】
　前記真鍮製薄板片７０の変更例を図８に示す。図８に示す薄板片７０’は、２列の複数
の矩形の真鍮製の薄板片７１を上下に適宜の間隔をあけて互いに対向するように傾斜させ
て天板下面から吊り下げる形態のものであり、スピーカーユニットから発せられる電子再
生音を真鍮製の薄板片７１が受けて金属製の打楽器に近似する自然音が発せられるように
構成したものである。なお、薄板片７０の大きさや厚みはそれぞれ異なるように構成して
もよい。
【００６３】
　さらに、本実施例においては、左右両側のチェロ側壁板１２２，１２３及び前面周囲板
１６１，１６２が天板１５に達しないように低く形成されており、音響ボックス１０の前
面の上部が開放されている。この開放個所から前記の金属製の打楽器に近似する自然音が
放出されると共にスピーカーユニットからの電子再生音は、上記した弦楽器及び金管楽器
以外の楽器から発せられる音として各振動体から発せられる音とミックスされるので、オ
ーケストラやブラスバンドの生演奏を聞いている感じがする。もちろん、音響装置１００
は、ソロ演奏等の少数種類の楽器演奏の電子再生音に対応できるものである。
【００６４】
　また、音響装置１００における音響ボックス１０の内部内面側にはグラスウール等の吸
音材が貼り付けられており、音響ボックス１０内での不協音等を吸収するように構成して
いるので、外部にはノイズがない澄んだ音が放出される。
【実施例３】
【００６５】
　図７は、本発明の音響装置の第３の実施例を表す。なお、電気配線は図示を省略する。
なお、第３の実施例は第１の実施例及び第２の実施例の内部構造を変更したものであり、
同一構造の部分については説明を省略し、第１の実施例及び第２の実施例の説明及び符号
を援用する。
【００６６】
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　図７に示す音響装置２００は、第１の実施例と同様の音響ボックス１０を備えており、
音響ボックス１０の前面中央に楽器の形態をなす振動体としてチェロ２０がチェロ台座１
２４に支持され、左右両側のチェロ側壁板１２２，１２３に囲まれるようにやや傾斜させ
て立設配置されている。チェロ２０の背後には、図示を省略するが、第１及び第２の実施
例と同様の音源としての音声再生装置の一部をなすスピーカーユニットが配置されており
、スピーカーユニットから放射された電子再生音をチェロ２０が受け止める構成になって
いる。
【００６７】
　上記の構成により、スピーカーユニットからの電子再生音中、弦楽器の演奏音はチェロ
２０に放射されてチェロ２０自体が振動すると共に弦楽器の演奏音がチェロ２０の胴部空
間で共鳴して外部に出ていくので、弦楽器の生の音色に近い音となる。
【００６８】
　また、図７に示す中空パイプ群２４０は、スピーカーユニットの上方でチェロ２０の背
部にチェロ側壁板１２２，１２３に支持されて水平方向に配されている。この中空パイプ
群１４０を構成する各中空パイプは口径が異なるものであって、いずれも真鍮製である。
なお、中空パイプ群２４０は、前記のように水平に並列させたものに限るものではなく、
天板下面から吊り下げるように構成してもよい。
【００６９】
　上記の構成により、スピーカーユニットからの電子再生音中、金管楽器の演奏音は真鍮
製の中空パイプ群２４０に放射されて中空パイプ群２４０自体が振動すると共に金管楽器
の演奏音が中空パイプ群２４０の中空空間内で共鳴して音として外部に出ていくので、金
管楽器の生の音色に近い音となる。また、中空パイプ群２４０の各中空パイプに１又は複
数の小穴を形成すれば、電子再生音が中空パイプ内を通過し、中空パイプが共鳴し易くな
るので、好適である。
【００７０】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの実施形態は、そ
の他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々
の省略、置き換え、変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【００７１】
　１，１００，２００…音響装置
　１０…音響ボックス
　１１…開口部
　１２…背面板
　１３…左側壁板（周面板）
　１４…右側壁板（周面板）
　１５…天板
　１６…底板
　２０…チェロ（振動体）
　２１…チェロ枠板
　２２，１２２…左チェロ側壁板
　２３，１２３…右チェロ側壁板
　１２４…チェロ台座
　３０…メインスピーカーユニット（音源としての音声再生装置の一部を構成する）
　３１～３５…スピーカーユニット（音源としての音声再生装置の一部を構成する）
　１３０…スピーカーユニット（音源としての音声再生装置の一部を構成する）
　１３６…台箱
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　４０，１４０，２４０…中空パイプ群
　４１～４５，１４１～１４５…中空パイプ
　４１ａ～４５ａ，４１ｂ～４５ｂ，１４１ａ～１４５ａ，１４１ｂ～１４５ｂ…中空パ
イプのラッパ状の先端部
　１４６ａ，１４６ｂ…縦長円形の囲み板
　５０…集音板
　５１～５５…集音板の凹部
　６１，６２，１６１，１６２…前面周囲板
　１６１ａ，１６２ａ…縦長の穴
　７０，７０’…真鍮製薄板片
【要約】
【課題】本発明は、各種の楽器が備えている音の発生原理、すなわち各種楽器が備える振
動体を振動させることにより音を発生する原理を利用することにより、再生装置から発せ
られる電子再生音を生演奏の音色に近い自然音に変化させる音響装置の提供を目的とする
。
【解決手段】本発明に係る音響装置１は、１又は複数の音源と、該音源から放射される音
を受けることによって共鳴及び振動する１又は複数の振動体２０とから構成され、前記音
源がスピーカーユニットを備えた音再生装置であることを特徴とすることを特徴とする。
【選択図】　図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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