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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金管楽器のベルに挿嵌される金管楽器用消音器であって、
　略紡錘体状を呈し、内部が空洞の本体を備え、
　前記ベルに挿嵌される前記本体の一の端部は開放され、
　前記本体の前記一の端部と反対側の他の端部は閉塞され、
　前記他の端部から前記本体の内部へ向けて突出する筒状部材が設けられ、
　前記筒状部材は前記他の端部において開口して前記本体の内部と前記本体の外部を連通
させ、
　前記他の端部において前記筒状部材の開口を囲むように制振材が配され、
　前記制振材は円板状部材からなり、前記制振材の周縁部は、前記他の端部の質量をより
演奏者側とは反対側へ偏らせることができ、振動を抑制するための慣性力をさらに増すた
めに、前記制振材の外径が演奏者側から演奏者側とは反対側に向けて増加するようにテー
パ形状を呈することを特徴とする金管楽器用消音器。
【請求項２】
　前記制振材は発泡樹脂からなることを特徴とする請求項１記載の金管楽器用消音器。
【請求項３】
　前記筒状部材の前記他の端部から前記本体の内部への突出量は５ｃｍ以上且つ６ｃｍ以
下であることを特徴とする請求項１又は２記載の金管楽器用消音器。
【請求項４】
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　前記筒状部材は樹脂又は金属から構成されることを特徴とする請求項３記載の金管楽器
用消音器。
【請求項５】
　前記筒状部材を構成する樹脂はＡＢＳ樹脂又はアクリルであることを特徴とする請求項
４記載の金管楽器用消音器。
【請求項６】
　前記筒状部材を構成する金属は真鍮、銅又はステンレスであることを特徴とする請求項
４記載の金管楽器用消音器。
【請求項７】
　前記本体は樹脂から構成されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載
の金管楽器用消音器。
【請求項８】
　前記本体の前記一の端部に巻回される吸音材をさらに備えることを特徴とする請求項１
乃至７のいずれか１項に記載の金管楽器用消音器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トランペットやトロンボーン等の金管楽器に用いられる金管楽器用消音器に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自宅等において金管楽器の演奏を練習する際、金管楽器の演奏音の音量を低下さ
せるために消音器（ミュート）が用いられる。ミュートは、金管楽器のベルに一部が挿嵌
可能な本体を備え、金管楽器から放出される演奏者の呼気を本体の内部へ導入し、さらに
、導入された呼気を比較的小径の穴を介して本体の外部へ放出することにより、外部へ漏
れ出る演奏音の音量を低下させる。
【０００３】
　ところで、ミュートは自宅での練習だけでなく、本演奏直前における舞台袖での試演奏
でも用いられるが、この場合、本演奏において演奏者に違和感を感じさせないことを目的
として、ミュートを金管楽器から外したときの吹奏感と同等の吹奏感が求められる。これ
に対応して、近年、消音性能だけなく好適な吹奏感を実現するための構造を有するミュー
トが提案されている（例えば、特許文献１，２参照。）。これらの特許文献１，２に係る
ミュートはいずれも略紡錘体状の本体を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４１１４１７１号
【特許文献２】特許第４９８６０９１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１，２に係るミュートでは、好適な吹奏感を実現するために、本体
の内部において演奏者の呼気の流れを整えることを目的として、本体におけるベルへの挿
嵌側（演奏者側）、及び本体における演奏者側とは反対側のいずれにおいても、本体の中
心軸に沿い且つ本体の内部へ突出する筒状部材（パイプや調整筒）を有する。すなわち、
本体の両端からそれぞれ内部へ向けて筒状部材が突出するという複雑な構造を有する。そ
の結果、ミュートの生産性が低下し、コストが上昇するという問題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、好適な吹奏感を実現しつつ構造を簡素化することができる金管楽器用
消音器を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の金管楽器用消音器は、金管楽器のベルに挿嵌され
る金管楽器用消音器であって、略紡錘体状を呈し、内部が空洞の本体を備え、前記ベルに
挿嵌される前記本体の一の端部は開放され、前記本体の前記一の端部と反対側の他の端部
は閉塞され、前記他の端部から前記本体の内部へ向けて突出する筒状部材が設けられ、前
記筒状部材は前記他の端部において開口して前記本体の内部と前記本体の外部を連通させ
、前記他の端部において前記筒状部材の開口を囲むように制振材が配され、前記制振材は
円板状部材からなり、前記制振材の周縁部は、前記他の端部の質量をより演奏者側とは反
対側へ偏らせることができ、振動を抑制するための慣性力をさらに増すために、前記制振
材の外径が演奏者側から演奏者側とは反対側に向けて増加するようにテーパ形状を呈する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ベルに挿嵌される本体の一の端部は開放され、本体の他の端部から本
体の内部へ向けて突出する筒状部材が設けられる。すなわち、本体の内部へ突出する筒状
部材は他の端部のみに設けられるので、金管楽器用消音器の構造を簡素化することができ
る。また、閉塞される本体の他の端部において筒状部材の開口を囲むように制振材が配さ
れる。これにより、他の端部の質量が増して慣性力が増加し、本体が不必要に振動せず、
安定した音色や音程を実現することできるとともに、他の端部に設けられた筒状部材も不
必要に振動せず、本体の内部において演奏者の呼気の流れが乱れるのを抑制することがで
きる。その結果、好適な吹奏感を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る金管楽器用消音器としてのプラクティスミュートが装
着されるトランペットの側面図である。
【図２】図１におけるプラクティスミュートの外観を示す演奏者と反対側から眺めた斜視
図である。
【図３】図１におけるプラクティスミュートの外観を示す側面図である。
【図４】図１におけるプラクティスミュートの外観を示す演奏者から眺めた正面図である
。
【図５】図１におけるプラクティスミュートの外観を示す演奏者とは反対側から眺めた背
面図である。
【図６】トランペットのベルへプラクティスミュートの演奏者側端部が挿嵌される様子を
説明するための断面図である。
【図７】図１におけるプラクティスミュートの変形例の外観を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施の形態に係る金管楽器用消音器としてのプラクティスミュートが
装着されるトランペットの側面図である。
【００１２】
　図１において、トランペット１０は、演奏者側とは反対側に設けられて演奏音を放出す
るベル１１と、演奏者側に設けられベル１１から放出される音を発生させる呼気口である
マウスピース１２とを備える。ベル１１にはプラクティスミュート１３が挿嵌される。
【００１３】
　図２乃至図５は、図１におけるプラクティスミュートの外観を示す図であり、図２は演
奏者と反対側から眺めた斜視図であり、図３は側面図であり、図４は演奏者から眺めた正
面図であり、図５は演奏者とは反対側から眺めた背面図である。
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【００１４】
　図２乃至図５において、プラクティスミュート１３は、略紡錘体状を呈し、内部が空洞
の樹脂、例えば、ポリエチレンからなる本体１４を備える。本体１４の両端はそれぞれ、
本体の中心軸Ｃに関して垂直に切り落とされて演奏者側の端部１５（以下、「演奏者側端
部１５」という。）（一の端部）、及び演奏者とは反対側（以下、「観客側」という。）
の端部１６（以下、「観客側端部１６」という。）を構成する。本体１４の最大径Ｒは本
体１４の中心軸Ｃに関する中心Ｇよりも観客側端部１６側に存在し、本体１４の中心Ｇよ
りも演奏者側端部１５側の部分（以下、「演奏者側部分」という。）は、本体１４の中心
Ｇよりも観客側端部１６側の部分より、全体的に細身に形成される。特に、演奏者側部分
の演奏者側端部１５近傍の径は、ベル１１の内径とほぼ同じになるように設定される。本
体１４は樹脂、例えば、ポリエチレンから構成されるが、本体１４を構成する材料はこれ
に限られず、金属等であってもよい。
【００１５】
　本体１４の演奏者側端部１５は開放される一方、本体１４の観客側端部１６は閉塞され
る。また、観客側端部１６には円板状の樹脂、例えば、発泡樹脂からなる制振プレート１
７（制振材）が設けられる。制振プレート１７は中心軸Ｃに関して垂直に配置され、制振
プレート１７の中心は中心軸Ｃと一致する。さらに、制振プレート１７の外径が演奏者側
から観客側に向けて増加するように、制振プレート１７のエッジ１８（周縁部）はテーパ
形状を呈する。さらに、本体１４における演奏者側端部１５の近傍には吸音材１９が巻回
される。吸音材１９を構成する材料としては、柔軟材、例えば、ゴム、樹脂、コルクや布
製部材が該当する。
【００１６】
　図６は、トランペットのベルへプラクティスミュートの演奏者側端部が挿嵌される様子
を説明するための断面図である。
【００１７】
　図６において、演奏者側端部１５は、本体１４の中心軸Ｃがベル１１の中心軸と一致す
るように、ベル１１へ挿嵌される。このとき、演奏者側端部１５の近傍の吸音材１９はベ
ル１１の内壁に押圧されて変形し、ベル１１の内壁及び本体１４の間の隙間を埋める。
【００１８】
　ここで、プラクティスミュート１３は、観客側端部１６から本体１４の内部へ向け、中
心軸Ｃに沿って突出する呼気排出パイプ２０（筒状部材）を備える。呼気排出パイプ２０
は、例えば、樹脂又は金属からなり、観客側端部１６において開口して本体１４の内部と
本体１４の外部を連通させる。また、呼気排出パイプ２０は演奏者側から観客側に掛けて
同一の内径及び外径を有する。上述したように、呼気排出パイプ２０は中心軸Ｃに沿うた
め、呼気排出パイプ２０は制振プレート１７の中心において開口する。演奏者がプラクテ
ィスミュート１３をトランペット１０に取り付けて試演奏する際、演奏者側端部１５の開
放口から導入された演奏音の音波を、比較的小さい空間である呼気排出パイプ２０の内部
を通して本体１４の外部へ放出することにより、音波の伝播を抑制して演奏音の音量を低
下させる。
【００１９】
　上述したプラクティスミュート１３によれば、ベル１１に挿嵌される本体１４の演奏者
側端部１５は開放され、観客側端部１６から本体１４の内部へ向けて突出する呼気排出パ
イプ２０が設けられる。すなわち、本体１４の内部へ突出する呼気排出パイプ２０は観客
側端部１６のみに設けられ、演奏者側端部１５には本体１４の内部へ突出する筒状部材が
設けられないので、プラクティスミュート１３の構造を簡素化することができる。また、
閉塞される観客側端部１６において呼気排出パイプ２０の開口を囲むように制振プレート
１７が配される。これにより、観客側端部１６の質量が増して慣性力が増加し、本体１４
が不必要に振動せず、安定した音色や音程を実現することできるとともに、観客側端部１
６に設けられた呼気排出パイプ２０も不必要に振動せず、本体１４の内部において演奏者
の呼気の流れが乱れるのを抑制することができる。その結果、好適な吹奏感を実現するこ
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とができる。
【００２０】
　また、プラクティスミュート１３では、制振プレート１７が円板状部材からなり、制振
プレート１７の外径が演奏者側から観客側に向けて増加するように、エッジ１８がテーパ
形状を呈するので、観客側端部１６の質量をより観客側へ偏らせることでき、振動を抑制
するための慣性力をさらに増すことができる。
【００２１】
　さらに、プラクティスミュート１３では、制振プレート１７は発泡樹脂からなるので、
制振プレート１７そのものが振動や音を吸収する。その結果、本体１４の振動の発生を確
実に抑制することができるとともに、プラクティスミュート１３から漏れ出る演奏音の音
量を確実に低下させることができる。
【００２２】
　上述したプラクティスミュート１３では、本体１４はポリエチレンから構成されるので
、本体１４そのものも振動の発生を抑制することができ、好適な吹奏感の実現に貢献する
ことができる。また、プラクティスミュート１３は、本体１４の演奏者側端部１５に巻回
される吸音材１９を備えるので、演奏者側端部１５がトランペット１０のベル１１に挿嵌
された際、吸音材１９はベル１１の内壁及び本体１４の間の隙間を埋める。その結果、ト
ランペット１０の演奏音が上記隙間から漏れ出るのを確実に防止することができる。さら
に、吸音材１９は柔軟材からなるので、トランペット１０の振動を吸収し、トランペット
１０の振動がプラクティスミュート１３の本体１４へ伝播されず、本体１４が不必要に振
動するのを防止することができる。
【００２３】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではない。
【００２４】
　例えば、上述したプラクティスミュート１３では、制振プレート１７のエッジ１８がテ
ーパ形状を呈したが、図７に示すように、演奏者側から観客側に掛けて制振プレート１７
の径は変わらなくてもよい。また、上述したプラクティスミュート１３はトランペット１
０に用いられたが、トランペット以外のベルを有する金管楽器であれば用いることができ
、例えば、トロンボーンやホルンの演奏音の音量を低下させるために用いることができる
。さらに、本体１４はポリエチレンで構成されるが、ポリエチレン以外の振動を抑制する
材料で構成してもよく、例えば、振動を抑制することが可能であれば、本体１４を金属に
よって構成してもよい。
【００２５】
　（実施例）
　次に本発明の実施例について説明する。
【００２６】
　まず、本発明者は制振プレート１７の好適な材料、大きさ、形状を見出すために、直径
が２ｃｍ、２．５ｃｍ、３ｃｍ、３．５ｃｍ、４ｃｍの発泡樹脂である発泡塩化ビニルか
らなる制振プレート１７を準備し、それぞれについてエッジ１８がテーパ形状を呈するも
の（以下、「テーパ有」という。）と、エッジ１８がテーパ形状を呈さずに制振プレート
１７の径が変わらないもの（以下、「テーパ無」という。）を準備した。さらに、準備し
た各制振プレート１７を、観客側端部１６から本体１４の内部への突出量である長さＬ（
図６参照）が５ｃｍであって、真鍮からなる外径が６ｍｍ且つ内径が５ｍｍの呼気排出パ
イプ２０（以下、「仕様１」という。）、長さＬが１０ｃｍであって、ステンレスからな
る外径が７ｍｍ且つ内径が６ｍｍの呼気排出パイプ２０（以下、「仕様２」という。）、
長さＬが５ｃｍであって、ＡＢＳ樹脂からなる外径が８ｍｍ且つ内径が６ｍｍの呼気排出
パイプ２０（以下、「仕様３」という。）、長さＬが５ｃｍであって、真鍮からなる外径
が８ｍｍ且つ内径が７ｍｍの呼気排出パイプ２０（以下、「仕様４」という。）及び長さ
Ｌが５ｃｍであって、ステンレスからなる外径が８ｍｍ且つ内径が７ｍｍの呼気排出パイ
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プ２０（以下、「仕様５」という。）のそれぞれと組合せた複数のプラクティスミュート
１３を準備した。そして、準備した各プラクティスミュート１３を用いてトランペット１
０の吹奏感の官能評価を行った。下記表１は各プラクティスミュート１３を用いた吹奏感
の官能評価の結果を示す。表１では好適な吹奏感が得られた場合を「○」で示し、最適な
吹奏感が得られた場合を「◎」で示す。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　表１に示すように、全体的な傾向から制振プレート１７はテーパ有が好ましいことが分
かった。なお、制振プレート１７の直径が変わっても吹奏感には顕著な差が見られなかっ
た。したがって、制振プレート１７はエッジ１８がテーパ形状を呈するのが好ましいこと
が分かった。
【００２９】
　なお、本発明者は、制振プレート１７を発泡塩化ビニル以外の材料、例えば、真鍮、銅
、ステンレス、ニッケル、アルミ、ＭＤＦ、アクリル、硬質塩化ビニルを用いて構成し、
上述した評価と同様の評価を実施したが、いずれの材料においても好適な吹奏感を得るこ
とができなかった。したがって、制振プレート１７は発泡塩化ビニルで構成するのが好ま
しいことが分かった。
【００３０】
　次に、本発明者は呼気排出パイプ２０の好適な材料、長さや外径を見出すために、まず
、材料や外径が異なる複数の呼気排出パイプ２０を準備した。具体的には、外径が６ｍｍ
且つ内径が４ｍｍであって、ＡＢＳ樹脂からなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様６」
という。）、外径が６ｍｍ且つ内径が５ｍｍであって、真鍮からなる呼気排出パイプ２０
（以下、「仕様７」という。）、外径が６ｍｍ且つ内径が５ｍｍであって、銅からなる呼
気排出パイプ２０（以下、「仕様８」という。）、外径が６ｍｍ且つ内径が５ｍｍであっ
て、ステンレスからなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様９」という。）、外径が６ｍ
ｍ且つ内径が４ｍｍであって、アルミからなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様１０」
という。）、外径が７ｍｍ且つ内径が６ｍｍであって、真鍮からなる呼気排出パイプ２０
（以下、「仕様１１」という。）、外径が７ｍｍ且つ内径が６ｍｍであって、銅からなる
呼気排出パイプ２０（以下、「仕様１２」という。）、外径が７ｍｍ且つ内径が６ｍｍで
あって、ステンレスからなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様１３」という。）、外径
が７ｍｍ且つ内径が５ｍｍであって、アルミからなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様
１４」という。）、外径が８ｍｍ且つ内径が６ｍｍであって、ＡＢＳからなる呼気排出パ
イプ２０（以下、「仕様１５」という。）、外径が８ｍｍ且つ内径が７ｍｍであって、真
鍮からなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様１６」という。）、外径が８ｍｍ且つ内径
が７ｍｍであって、銅からなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様１７」という。）、外
径が８ｍｍ且つ内径が７ｍｍであって、ステンレスからなる呼気排出パイプ２０（以下、
「仕様１８」という。）、外径が８ｍｍ且つ内径が６ｍｍであって、アルミからなる呼気



(7) JP 6244504 B2 2017.12.6

10

20

30

40

排出パイプ２０（以下、「仕様１９」という。）、外径が１０ｍｍ且つ内径が６ｍｍであ
って、ＡＢＳからなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様２０」という。）、外径が１０
ｍｍ且つ内径が８ｍｍであって、ＡＢＳからなる呼気排出パイプ２０（以下、「仕様２１
」という。）及び外径が１０ｍｍ且つ内径が７ｍｍであって、アクリルからなる呼気排出
パイプ２０（以下、「仕様２２」という。）を準備した。
【００３１】
　さらに、各仕様６～２２において、呼気排出パイプ２０の長さＬを変更し（具体的には
、長さＬを１ｃｍ、２ｃｍ、３ｃｍ、４ｃｍ、５ｃｍ、６ｃｍ、７ｃｍ、８ｃｍ、９ｃｍ
及び１０ｃｍに変更し）、各長さＬに対応する複数のプラクティスミュート１３を準備し
た。そして、準備した各プラクティスミュート１３を用いてトランペット１０の吹奏感や
音程の官能評価を行った。下記表２～１８は各プラクティスミュート１３を用いた吹奏感
や音程の官能評価の結果を示す。表２～１８では好適な吹奏感や音程が得られた場合を「
○」で示す。
【００３２】

【表２】

【００３３】
【表３】

【００３４】
【表４】

【００３５】
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【表５】

【００３６】
【表６】

【００３７】
【表７】

【００３８】
【表８】

【００３９】
【表９】

【００４０】
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【表１０】

【００４１】
【表１１】

【００４２】
【表１２】

【００４３】
【表１３】

【００４４】
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【表１４】

【００４５】
【表１５】

【００４６】
【表１６】

【００４７】
【表１７】

【００４８】
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【表１８】

【００４９】
　表２～１８に示すように、各仕様において呼気排出パイプ２０の長さＬが５ｃｍや６ｃ
ｍの場合において好適な奏感や音程が得られ易いことが分かった。また、呼気排出パイプ
２０が樹脂からなる場合、樹脂がＡＢＳ樹脂及びアクリルのいずれであっても、呼気排出
パイプ２０の長さＬが５ｃｍであれば、好適な奏感や音程が得られ易いことが分かった。
さらに、呼気排出パイプ２０が金属からなる場合、金属が真鍮、銅及びステンレスであれ
ば、呼気排出パイプ２０の長さＬが５ｃｍや６ｃｍのときに、好適な奏感や音程が得られ
易いことが分かった。したがって、呼気排出パイプ２０の長さＬを５ｃｍ以上且つ６ｃｍ
以下とし、呼気排出パイプ２０をＡＢＳ樹脂、アクリル、真鍮、銅又はステンレスで構成
するのが好ましいことが分かった。
【符号の説明】
【００５０】
１０　トランペット
１１　ベル
１３　プラクティスミュート
１４　本体
１５　演奏者側端部
１６　観客側端部
１７　制振プレート
１８　エッジ
１９　吸音材
２０　呼気排出パイプ
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