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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声を示す電気信号を入力する入力手段と、その入力手段に入力された電気信号を処理
する処理回路と、その処理回路により処理された電気信号を外部機器へ出力する出力手段
とを備えた楽器用プリアンプにおいて、
　前記処理回路に電力を供給する電池と、
　その電池の電圧が所定の電圧より低下した場合に、前記処理回路の出力に代えて前記入
力手段に入力された電気信号を前記出力手段から出力するように切り替え、さらに前記電
池の電力が前記処理回路に供給されずその処理回路による電気信号の処理が停止した状態
であっても、前記入力手段に入力された電気信号を前記出力手段から出力するように切り
換える切替手段とを備えていることを特徴とする楽器用プリアンプ。
【請求項２】
　前記所定の電圧は、前記処理回路が正常に動作するほぼ最低の動作電圧であることを特
徴とする請求項１記載の楽器用プリアンプ。
【請求項３】
　前記電池の前記処理回路への電力の供給を停止するスイッチ手段を備え、
　前記切替手段は、
　そのスイッチ手段によって前記電池から前記処理回路への電力の供給が停止されてその
処理回路による電気信号の処理が停止した状態であっても、前記入力手段に入力された電
気信号を前記出力手段から出力することを特徴とする請求項１または２に記載の楽器用プ
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リアンプ。
【請求項４】
　複数の弦と、その弦に対向して配置され弦の振動を電気信号に変換するピックアップと
、そのピックアップにより変換された電気信号を入力し、その入力された電気信号を処理
する処理回路と、その処理回路により処理された電気信号を外部機器へ出力する出力手段
とを備えた電気楽器において、
　前記処理回路に電力を供給する電池と、
　その電池の電圧が所定の電圧より低下した場合に、前記処理回路の出力に代えて前記ピ
ックアップにより変換された電気信号を前記出力手段から出力するように切り替え、さら
に前記電池の電力が前記処理回路に供給されずその処理回路による電気信号の処理が停止
した状態であっても、前記ピックアップにより変換された電気信号を前記出力手段から出
力するように切り換える切替手段とを備えていることを特徴とする電気楽器。
【請求項５】
　前記所定の電圧は、前記処理回路が正常に動作するほぼ最低の動作電圧であることを特
徴とする請求項４記載の電気楽器。
【請求項６】
　前記電池の前記処理回路への電力の供給を停止するスイッチ手段を備え、
　前記切替手段は、
　そのスイッチ手段によって前記電池から前記処理回路への電力の供給が停止されてその
処理回路による電気信号の処理が停止した状態であっても、前記ピックアップにより変換
された電気信号を前記出力手段から出力することを特徴とする請求項４または５に記載の
電気楽器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弦楽器などのピックアップの出力を処理する楽器用プリアンプおよび電気楽
器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ギター等の弦楽器のボディに弦振動を検出するピックアップを装着し、その
ピックアップの出力レベルを調節するボリュームや、その電気信号を外部へ送信するため
の接続コードを接続するコネクタなどを有する電気楽器用プリアンプが知られている。こ
のような電気楽器用プリアンプ（エフェクタと呼ばれる場合もある）は、電気楽器に組み
込まれたり、単独で使用され、これらの出力は主としてメインアンプあるいはギターアン
プなどに接続される。
【０００３】
　米国特許ＵＳ５，６９３，８９８号公報（特許文献１）には、アコースティックギター
の胴に電池により電力が供給されるプリアンプが組み込まれ、アコースティックギターの
弦の振動を増幅したり効果などの音声処理を行うことができ、特に電池が消耗し電圧が低
下した場合に、簡単な操作で電池を交換することができる構成が開示されている。
【特許文献１】米国特許ＵＳ５，６９３，８９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の電気楽器用プリアンプは、電池が消耗し電圧が低下した場合に、
音が歪んだり音が出なくなる。特に、演奏中に電池の電圧が低下すると、演奏に支障をき
たすという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、電池の電圧が低下し
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た場合においても支障をきたさない楽器用プリアンプおよび電子楽器を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために、請求項１記載の楽器用プリアンプは、音声を示す電気信号
を入力する入力手段と、その入力手段に入力された電気信号を処理する処理回路と、その
処理回路により処理された電気信号を外部機器へ出力する出力手段とを備えたものであっ
て、前記処理回路に電力を供給する電池と、その電池の電圧が所定の電圧より低下した場
合に、前記処理回路の出力に代えて前記入力手段に入力された電気信号を前記出力手段か
ら出力するように切り替え、さらに前記電池の電力が前記処理回路に供給されずその処理
回路による電気信号の処理が停止した状態であっても、前記入力手段に入力された電気信
号を前記出力手段から出力するように切り換える切替手段とを備えている。
【０００７】
　請求項２記載の楽器用プリアンプは、請求項１記載の楽器用プリアンプにおいて、前記
所定の電圧は、前記処理回路が正常に動作するほぼ最低の動作電圧に設定されているもの
である。
【０００８】
　請求項３記載の楽器用プリアンプは、請求項１または２に記載の楽器用プリアンプにお
いて、前記電池の前記処理回路への電力の供給を停止するスイッチ手段を備え、前記切替
手段は、そのスイッチ手段によって前記電池から前記処理回路への電力の供給が停止され
てその処理回路による電気信号の処理が停止した状態であっても、前記入力手段に入力さ
れた電気信号を前記出力手段から出力するものである。
【０００９】
【００１０】
【００１１】
【００１２】
　請求項４記載の電気楽器は、複数の弦と、その弦に対向して配置され弦の振動を電気信
号に変換するピックアップと、そのピックアップにより変換された電気信号を入力し、そ
の入力された電気信号を処理する処理回路と、その処理回路により処理された電気信号を
外部機器へ出力する出力手段とを備えたものであって、前記処理回路に電力を供給する電
池と、その電池の電圧が所定の電圧より低下した場合に、前記処理回路の出力に代えて前
記ピックアップにより変換された電気信号を前記出力手段から出力するように切り替え、
さらに前記電池の電力が前記処理回路に供給されずその処理回路による電気信号の処理が
停止した状態であっても、前記ピックアップにより変換された電気信号を前記出力手段か
ら出力するように切り換える切替手段とを備えている。
【００１３】
　請求項５記載の電気楽器は、請求項４記載の電気楽器において、前記所定の電圧は、前
記処理回路が正常に動作するほぼ最低の動作電圧に設定されているものである。
【００１４】
　請求項６記載の電気楽器は、請求項４または５に記載の電気楽器において、前記電池の
前記処理回路への電力の供給を停止するスイッチ手段を備え、前記切替手段は、そのスイ
ッチ手段によって前記電池から前記処理回路への電力の供給が停止されてその処理回路に
よる電気信号の処理が停止した状態であっても、前記ピックアップにより変換された電気
信号を前記出力手段から出力するものである。
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の楽器用プリアンプによれば、切替手段は、電池の電圧が所定の電圧より
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低下した場合に加えて、更に、電池の電力が処理回路に供給されず、処理回路による電気
信号の処理が停止した場合であっても、入力手段に入力された音声を示す電気信号を出力
手段から出力するように切り替えを行う。つまり、切替手段は、電池から供給される電力
が低下して処理回路から正常な出力が得られない場合に加えて、更に、電池から供給され
る電力が無くなり処理回路による処理が停止した場合であっても、入力手段に入力された
電気信号を出力手段から出力するように切り替えを行う。よって、演奏中に電池が消耗し
、処理回路から正常な出力が得られなくなった場合に加えて、処理回路による処理が停止
した場合であっても、入力手段に入力された音声を示す電気信号を確実に出力できると共
に、その電気信号を歪みなく出力することができるという効果がある。
【００１９】
　請求項２記載の楽器用プリアンプによれば、請求項１記載の楽器用プリアンプの奏する
効果に加え、所定の電圧は、処理回路が正常に動作するほぼ最低の動作電圧に設定されて
いる。よって、処理回路のほぼ最低の動作電圧を電池の電圧が下回った場合には、即ち、
処理回路の動作が正常に行われなくなった場合には、切替手段は、即座に、入力手段に入
力された電気信号を出力手段から出力するように切り替えることができる。従って、処理
回路の動作が正常に行われなくなった場合に、歪んだ電気信号が出力されることを防止す
ることができると共に、処理回路による電気信号の処理が行われない場合であっても、入
力手段に入力された音声を示す電気信号を確実に出力することができるという効果がある
。
【００２０】
　請求項３記載の楽器用プリアンプによれば、請求項１または２に記載の楽器用プリアン
プの奏する効果に加え、切替手段は、電池から処理回路への電力の供給がスイッチ手段に
よって停止され、処理回路による電気信号の処理が停止した場合であっても、入力手段に
入力された音声を示す電気信号を出力手段から出力するように切り替えを行う。よって、
処理回路への電力の供給をスイッチ手段により停止したとしても、入力手段に入力された
電気信号を出力手段から出力することができる。従って、例えば、処理回路による電気信
号の処理よりも電池の消耗の低減を優先する場合や、処理回路による電気信号の処理を行
わない場合に、処理回路への電力の供給をスイッチ手段により停止したとしても、入力手
段に入力された音声を示す電気信号を確実に出力できると共に、その電気信号を歪みなく
出力することができるという効果がある。
【００２１】
　請求項４記載の電気楽器によれば、切替手段は、電池の電圧が所定の電圧より低下した
場合に加えて、更に、電池の電力が処理回路に供給されず、処理回路による電気信号の処
理が停止した場合であっても、ピックアップにより変換された電気信号を出力手段から出
力するように切り替えを行う。つまり、切替手段は、電池から供給される電力が低下して
処理回路から正常な出力が得られない場合に加えて、更に、電池から供給される電力が無
くなり処理回路による処理が停止した場合であっても、ピックアップにより変換された電
気信号を出力手段から出力するように切り替えを行う。よって、演奏中に電池が消耗し、
処理回路から正常な出力が得られなくなった場合に加えて、処理回路による処理が停止し
た場合であっても、ピックアップにより変換された電気信号を確実に出力できると共に、
その電気信号を歪みなく出力することができるという効果がある。
【００２２】
　請求項５記載の電気楽器によれば、請求項４記載の電気楽器の奏する効果に加え、所定
の電圧は、処理回路が正常に動作するほぼ最低の動作電圧に設定されている。よって、処
理回路のほぼ最低の動作電圧を電池の電圧が下回った場合には、即ち、処理回路の動作が
正常に行われなくなった場合には、切替手段は、即座に、ピックアップにより変換された
電気信号を出力手段から出力するように切り替えることができる。従って、処理回路の動
作が正常に行われなくなった場合に、歪んだ電気信号が出力されることを防止することが
できると共に、処理回路による電気信号の処理が行われない場合であっても、ピックアッ
プにより変換された電気信号を確実に出力することができるという効果がある。
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【００２３】
　請求項６記載の電気楽器によれば、請求項４または５に記載の電気楽器の奏する効果に
加え、切替手段は、電池から処理回路への電力の供給がスイッチ手段によって停止され、
処理回路による電気信号の処理が停止した場合であっても、ピックアップにより変換され
た電気信号を出力手段から出力するように切り替えを行う。よって、処理回路への電力の
供給をスイッチ手段により停止したとしても、ピックアップにより変換された電気信号を
出力手段から出力することができる。従って、例えば、処理回路による電気信号の処理よ
りも電池の消耗の低減を優先する場合や、処理回路による電気信号の処理を行わない場合
に、処理回路への電力の供給をスイッチ手段により停止したとしても、ピックアップによ
り変換された電気信号を確実に出力できると共に、その電気信号を歪みなく出力すること
ができるという効果がある。
【００２４】
【００２５】
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図１は、本
発明の楽器用プリアンプ２を組み込んだアコースティックギター１を示す斜視図である。
図１に示すように、アコースティックギター１は、弦の振動に共鳴する空間を形成する胴
６と、その胴６に組み込まれた楽器用プリアンプ２と、その楽器用プリアンプ２に電力を
供給する電池Ｂ１（図３参照）を収納する電池ケース３と、６本の弦の一端を固定するブ
リッジ４と、そのブリッジ４に形成され、各弦の振動を電気信号に変換するピックアップ
５と、そのピックアップにより変換された電気信号、または楽器用プリアンプ２により処
理された電気信号を出力する出力ジャック７と、弦を所定の位置で押さえるための指板を
有するネック８が備えられている。ネック８の図示しない他端には、糸巻きが形成され、
各弦に張力を付与するように形成されている。
【００２７】
　電池ケース３は、市販の乾電池などを複数個着脱自在に装着可能に形成され、開閉する
ことができる蓋が取付られている。ピックアップ５は、圧電素子を利用した圧電ピックア
ップが用いられる。出力ジャック７には、プラグ９が着脱自在に装着され、プラグ９に接
続される接続コード１０により電気信号は、図示しないギターアンプなどに出力される。
【００２８】
　次に、図２を参照して楽器用プリアンプ２の操作パネル２７について説明する。図２は
、楽器用プリアンプ２の操作パネル２７を示す平面図である。この楽器用プリアンプ２に
は、後述する音声を処理する処理回路１２（図３参照）を有し、入力された音声のピッチ
を検出するチューナ機能や、周波数特性を変換するイコライザ機能や、残響などの効果を
付与する効果付与機能が備えられている。
【００２９】
　操作パネル２７には、液晶により形成される表示器３０と、回転することによりパラメ
ータを調整するボディツマミ３５と、アンビエンスツマミ３６と、ボリュームツマミ３７
と、オンオフの切替を指示するアンチフィードバックボタン３８と、４つのカーソルボタ
ン３９と、その４つのカーソルスイッチの中央に位置するセンターボタン４０と、チュー
ナボタン４１と、電源ボタン４２と、テンポボタン４３とが備えられている。
【００３０】
　表示器３０は、チューナボタン４１によりチューナの機能がオンされた場合に、入力さ
れる音声のピッチが検出され、そのピッチに対応する音名を表示する音名表示部３１と、
その表示された音名の音高に対し検出されたピッチとのずれを表示するピッチ表示部３２
と、３つの周波数帯域のレベルを表示するイコライザ表示部３３と、入力される音声のレ
ベルを表示するレベル表示部３４とを有する。
【００３１】
　ボディツマミ３５は、効果付与機能の一つであるギターの胴の共鳴を模擬する効果にお
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いて、共鳴の強度を調整するものである。このツマミを右に回すほど共鳴の強度が大きく
なり、左端（PIEZOと示す位置）では、全く共鳴が付与されない音声が出力される。
【００３２】
　アンビエンスツマミ３６は、残響音の量を調整するツマミであり、ボリュームツマミ３
７は、この楽器用プリアンプ２の出力レベルを調整するツマミである。
【００３３】
　カーソルボタン３９およびセンターボタン４０は、設定されている機能により、設定で
きるパラメータの種類が変化するもので、カーソルボタン３９は、上側に配置されたボタ
ン３９ａと、左側に配置されたボタン３９ｂと、下側に配置されたボタン３９ｃと、右側
に配置されたボタン３９ｄとにより構成されている。
【００３４】
　アンチフィードバックボタン３８は、ハウリングを防止する機能をオンオフするもので
、オンされている場合は、ハウリングを起こす周波数を検出し、その周波数のレベルを下
げるように機能する。チューナボタン４１は、チューナ機能のオンオフを切り替えるもの
で、２秒以上押し続けると、基準ピッチの可変状態に設定することができる。基準ピッチ
の可変状態に設定された場合は、４つのカーソルボタンのうち、カーソルボタン３９ａま
たは３９ｂにより基準ピッチを高く、カーソルボタン３９ｃまたは３９ｄにより基準ピッ
チを低く変更することができる。
【００３５】
　テンポボタン４３は、テンポの表示および発生をオンオフするもので、オンに設定され
た場合は、表示器３０の表示が図示しないテンポ表示画面に切り替わり、テンポに合わせ
て表示が変化するとともに、圧電素子を駆動して、テンポを報知する楽音を発生する。テ
ンポの値は、１０種類記憶され、カーソルボタン３９ｂまたは３９ｄを操作することによ
りいずれかを選択することができる。
【００３６】
　また、カーソルボタン３９ａを操作することによりテンポを速く、カーソルボタン３９
ｃを操作することによりテンポを遅く変更することができる。また、センターボタン４０
をテンポに対応する時間間隔で操作することにより、テンポの値を設定することができる
。
【００３７】
　チューナ機能やテンポ機能がオンに設定されていない場合は、センターボタン４０は、
イコライザのオンオフを設定することができ、イコライザの機能をオンに設定すると、カ
ーソルボタン３９ｂまたは３９ｄにより、表示器３０に表示されているイコライザ部３３
の３つの周波数帯域のいずれかを選択し、その選択した周波数帯域のレベルをカーソルボ
タン３９ａにより高く、３９ｃにより低く設定することができる。電源ボタン４２は、処
理回路１２に電池Ｂ１の電力を供給するか否かをオンオフするスイッチであり、押下する
とオンの状態でロックされ、再度押下するとオフの状態に復帰する。
【００３８】
　次に、図３を参照して楽器用プリアンプ２の電気回路構成について説明する。図３は、
楽器用プリアンプ２の電気回路構成を示す回路図である。楽器用プリアンプ２の電気回路
は、出力ジャック７と、電池Ｂ１と、電源スイッチＳＷ１と、ツェナーダイオードＺＤ１
と、抵抗Ｒ１と、フォトリレー１３、１４と、処理回路１２と、ピックアップ５とにより
構成されている。
【００３９】
　出力ジャック７には、楽器用プリアンプ２の出力が接続される端子ａと、電池Ｂ１の負
極が接続される端子ｂとが備えられている。この出力ジャック７にプラグ９が挿入される
と、プラグ９の先端付近に形成されたプラグ入力と端子ａとが接続されるとともに、プラ
グ９の幹部に形成された導電体の外周が端子ｂに接続されるとともに、出力ジャック７の
入口に形成され接地されたリングに接続され、電池Ｂ１の負極は、接地される。
【００４０】
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　電源スイッチＳＷ１は、電源ボタン４２により操作されるスイッチであり、スイッチの
一方の端子が電池Ｂ１の正極に接続され、他方の端子は、処理回路１２の電源入力に接続
されるとともに、ツェナーダイオードＺＤ１のカソードに接続されている。ツェナーダイ
オードＺＤ１のアノードは、抵抗Ｒ１を介してフォトリレー１３を構成するＬＥＤのアノ
ードに接続され、そのＬＥＤのカソードは、フォトリレー１４を構成するＬＥＤのアノー
ドに接続され、そのＬＥＤのカソードは接地されている。
【００４１】
　フォトリレー１３は、ノーマリオフ型のフォトリレーであって、そのＬＥＤが点灯して
いる場合は、そのリレーはオフであり、フォトリレー１４は、ノーマリオン型のフォトリ
レーであって、そのＬＥＤが点灯している場合に、そのリレーはオンである。
【００４２】
　従って、電池Ｂ１が十分に充電され、出力ジャック７に、プラグ９が挿入された状態で
、電源スイッチＳＷ１がオンされると、フォトリレー１３、１４のＬＥＤに電池Ｂ１の電
圧からツェナーダイオードＺＤ１のツェナー電圧を差し引いた電圧が印加され、フォトリ
レー１３、１４のＬＥＤが点灯し、フォトリレー１３のリレーは、オフとなり、フォトリ
レー１４のリレーはオンとなる。
【００４３】
　また、ツェナーダイオードＺＤ１のツェナー電圧が適切な値のものを選定することによ
り、処理回路１２が動作するほぼ最低電圧でフォトリレー１３、１４のＬＥＤの点灯と消
灯とが切り替わるように設定することができる。
【００４４】
　ピックアップ５の一端は、フォトリレー１３のリレーの一端と処理回路１２の入力ＩＮ
に接続され、ピックアップ５の他端は、接地されている。処理回路１２の接地端子は接地
され、その出力ＯＵＴは、フォトリレー１４のリレーの一端に接続されている。フォトリ
レー１３のリレーの他端とフォトリレー１４のリレーの他端とは互いに接続されるととも
に、出力ジャック７の端子ａに接続されている。
【００４５】
　よって、フォトリレー１３、１４のＬＥＤに発光するために十分な電圧が供給されてい
る場合は、ピックアップ５の出力は、処理回路１２により処理され、出力ジャック７から
出力される。
【００４６】
　一方、電池Ｂ１の電圧が所定の電圧（処理回路１２が正常に動作するほぼ最低電圧）よ
り低下した場合や、電源ボタン４２により電源スイッチＳＷ１がオフされた場合は、フォ
トリレー１３、１４のＬＥＤが点灯しなくなり、その結果フォトリレー１３のリレーはオ
ンになり、フォトリレー１４のリレーはオフになり、ピックアップ５の出力は、フォトリ
レー１３のリレーを介して直接出力ジャック７に出力される。
【００４７】
　次に図４を参照して処理回路１２について説明する。図４は、処理回路１２の電気回路
構成を示すブロック図である。処理回路１２は、Ａ／Ｄ変換器２１と、ＤＳＰ２２と、Ｄ
／Ａ変換器２３と、ＣＰＵ２４と、ＲＯＭ２５と、ＲＡＭ２６と、操作パネル２７とによ
り構成されている。
【００４８】
　Ａ／Ｄ変換器２１は、入力ＩＮに入力されるピックアップ５により弦の振動が変換され
たアナログ電気信号をデジタル信号であるＰＣＭ信号に変換するもので、変換されたＰＣ
Ｍ信号は、ＤＳＰ２２に入力される。ＤＳＰ２２は、デジタルシグナルプロセッサであり
、図示しないメモリに制御プログラムが記憶され、その制御プログラムを実行することに
より、入力された音声に胴の共鳴音や残響音を付加したり、入力された音声の周波数特性
を変更したり、アンチフィードバックボタン３８がオンされている場合は、ハウリングを
起こす周波数を検出し、その周波数のレベルを下げる等の処理を行うものである。ＤＳＰ
２２により処理された音声は、Ｄ／Ａ変換器２３によりアナログ信号に変換されて出力Ｏ
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ＵＴから出力される。
【００４９】
　ＣＰＵ２４は、マイクロコンピュータでありＲＯＭ２５に記憶されるプログラムを実行
し、操作パネル２７に備えられているボリュームやスイッチなどの操作状態を検出し、そ
の操作状態に応じて各種の処理を行う。ＲＡＭ２６は、ＣＰＵ２４が、プログラムを実行
する際に、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである。
【００５０】
　以上説明したように、電池Ｂ１により電力が供給される楽器用プリアンプ１において、
電池Ｂ１の電圧が正常な場合は、フォトリレー１３は、オフ、フォトリレー１４は、オン
であるので、処理回路１２の出力が出力ジャックに接続される。一方、電池Ｂ１が消耗し
て電圧が所定の電圧より低下した場合は、ツェナーダイオードＺＤ１の働きにより、フォ
トリレー１３、１４のＬＥＤには、ほとんど電流が流れなくなり、フォトリレー１３は、
オフからオンに変化し、フォトリレー１４は、オンからオフに変化するので、フォトリレ
ー１３のリレーに接続されるピックアップ５の出力が直接出力ジャック７に接続され、フ
ォトリレー１４のリレーに接続される処理回路１２の出力は、遮断される。したがって、
電池Ｂ１が消耗して処理回路１２から正常な出力が得られない場合には、ピックアップ５
の電気信号が出力される。よって、演奏中に、電池Ｂ１が消耗した場合でも、出力される
電気信号が歪んだり、出力されなくなるなどの支障をきたすことがない。
【００５１】
　また、電源ボタン４２を操作して電源スイッチＳＷ１をオフにし、処理回路１２へ供給
される電力をオフにした場合には、同様にフォトリレー１３は、オフからオンに変化し、
フォトリレー１４は、オンからオフに変化するので、フォトリレー１３のリレーに接続さ
れるピックアップ５の出力が直接出力ジャック７に接続され、フォトリレー１４のリレー
に接続される処理回路１２の出力は、遮断される。したがって、電池Ｂ１が消耗されない
とともに、ピックアップ５の出力が出力ジャック７から出力される。
【００５２】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であること
は容易に推察できるものである。
【００５３】
　例えば、本実施形態では、フォトリレー１３、１４に変えて、電流によりオンオフを切
替えることができるコイル式のリレーを使用してもよい。
【００５４】
　また、上記実施形態では、楽器用プリアンプ２は、アコースティックギター１に組み付
けられているものとしたが、電気楽器に組み込まれない単独のものとしてもよい。
【００５５】
　また、上記実施形態では、楽器用プリアンプという名称としたが、いわゆるエフェクタ
あるいは電気ギター用エフェクタ、電気ベース用エフェクタと呼ばれるものでもよい。
【００５６】
　また、上記実施形態では、ピックアップ５は、圧電式のものとしたが、シングルコイル
や、ハムバッキング、あるいは通常のマイクロフォンとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の楽器用プリアンプを搭載したアコースティックギターを示す斜視図であ
る。
【図２】楽器用プリアンプの操作パネルを示す平面図である。
【図３】楽器用プリアンプの電気的構成を示す回路図である。
【図４】楽器用プリアンプに搭載される処理回路の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５８】
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１　　　　　アコースティックギター
２　　　　　楽器用プリアンプ
５　　　　　ピックアップ
７　　　　　出力ジャック（出力手段）
１２　　　　処理回路
１３　　　　フォトリレー（切替手段の一部）
１４　　　　フォトリレー（切替手段の一部）
３７　　　　ボリュームツマミ
４２　　　　電源ボタン（スイッチ手段）
ＳＷ１　　　電源スイッチ
Ｂ１　　　　電池
 
 

【図１】 【図２】
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