
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弦楽器本体 弦の端部を係止張設する弦楽器のテールピースにおいて、
　前記テールピースは、
　前記弦楽器本体に弦の張設方向に移動可能に取付けられるブリッジ本体と、
　前記ブリッジ本体に設けられ前記弦を支持する複数個のブリッジサドルと、
　前記各ブリッジサドルを弦の張設方向に移動調節するサドル用調節手段とを備え、
　前記各ブリッジサドルは、隣り合うブリッジサドルと前記ブリッジ本体に対してそれぞ
れ前記弦の張設方向に平行な平面で接触し、
　前記サドル用調節手段は、前記ブリッジ本体の に取付けられ回転操作されることに
より、前記ブリッジサドルを隣り合うブリッジサドルと前記ブリッジ本体との接触面に沿
って弦の張設方向に移動調節することを特徴とする弦楽器のテールピース。
【請求項２】
　前記サドル用調節手段が六角穴付きねじであることを特徴とする請求項１記載の弦楽器
のテールピース。
【請求項３】
　

【請求項４】
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に

背面

前記ブリッジ本体を弦の張設方向に移動調節するブリッジ用調節手段を前記ブリッジ本
体の背面に取付けたことを特徴とする請求項１または２記載の弦楽器のテールピース。

前記ブリッジ用調節手段が六角穴付きねじであることを特徴とする請求項３記載の弦楽



【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弦楽器のテールピースに関し、特に電気ギターのテールピースに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　電気ギターは、弦の一端をネック本体に設けた糸巻きによって係止し、他端を弦楽器本
体の表面に設けたテールピースによって係止することにより弦楽器本体の上方に所定の張
力で張設している。テールピースは、弦楽器本体に取付けられるブリッジ本体と、このブ
リッジ本体に取付けられ弦の他端を支持するブリッジサドル（弦支持部材）と、ブリッジ
サドルを弦の張設方向（前後方向）に移動調節する調節手段と、ブリッジサドルを高さ方
向に移動調節する調節手段等を備え、前記ブリッジサドルを前後方向に移動調節すること
により、弦の有効弦長と他端部のコジ角を変化させ、音程やイントネーション（音調）を
調整するようにしている（例えば、特許文献１，２参照）。
【特許文献１】特開平１０－１４９１５５号公報
【特許文献２】実開平５－８４９９２号公報
【０００３】
　特開平１０－１４９１５５号公報に記載された電気ギターのブリッジ（テールピース）
は、図１０および図１１に示すように、電気ギターの弦楽器本体２の表面に複数個のねじ
３によって固定されたブリッジ台４と、このブリッジ台４上に弦５ａ～５ｄの張設方向に
移動調整可能に配置された６個のブリッジ本体（弦支持部材）６と、各ブリッジ本体６を
高さ調整可能に支持する高さ調整ねじ７と、同じく各ブリッジ本体６を前記ブリッジ台４
に対して前後方向に移動調整可能に連結する調整ねじ９等でブリッジ１を構成したもので
ある。
【０００４】
　前記実開平５－８４９９２号公報に記載された弦楽器用テールピース装置は、図１２お
よび図１３に示すように、弦楽器の弦楽器本体２にテールピース６を固定し、このテール
ピース６に各弦４のボディ側端部を支持するブリッジ（弦支持部材）１２と、ボディ側端
部を係止する弦ポイント係留駒９とをガイド溝８に沿ってそれぞれ前後方向に移動調整可
能に設け、前記各ブリッジ１２および各弦ポイント係留駒９の弦ポイントとの間で形成さ
れる弦部分４’の弦傾斜角度αを、弦４の調弦前に各弦ポイント係留駒９を前後に移動調
整することによって変更するようにしたものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の電気ギターは、いずれも以下に述べるような問題があり、未だ改
良の余地があった。すなわち、特開平１０－１４９１５５号公報に記載された電気ギター
のブリッジは、ブリッジ本体６を左右２本の高さ調整ねじ７によって支持しており、調整
ねじ９の回転操作により２本の高さ調整ねじ７をブリッジ台４の溝１０に沿って移動させ
るようにしているため、高さ調整ねじ７と溝１０との接触面積が少なく、また２本の調整
ねじが弦に対して左右対称な位置に配置されていないため、不安定な動きとなる。さらに
、調整ねじ９も弦を避けて一側にずれて設けられているため、ブリッジ本体６が傾くと、
左右の高さ調整ねじ７が円滑に移動しなくなる。
　加えて、ブリッジ本体６の移動調調節手段９として頭部にプラス溝を形成したねじを用
いているので、調節時にドライバーの柄が長くないと、楽器本体に当たって回しにくい。
また、ドライバーが傾くと、ねじ頭が潰れる可能性もある。
【０００６】
　実開平５－８４９９２号公報に記載された弦楽器用テールピース装置は、弦傾斜角度α
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器のテールピース。



を変更するために弦ポイント係留駒９を前後方向に移動させるとき、弦ポイント係留駒９
をテールピース本体６に固定している止めねじ１１を弦部分４’の上方から緩めた後に手
で移動調整しなければならないため、弦４を張設した状態では調整することができないと
いう問題があった。このため、弦４を緩めて調整する必要があるが、調整ねじ１１を緩め
て弦ポイント係留駒９を前後方向に移動調整した後、調整ねじ１１を締め付けて弦４を再
度張設しても一度の調整で所望の音程、音調が得られるとは限らず、時として弦ポイント
係留駒９を繰り返し移動調整しなければならないという問題があった。
【０００７】
　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
はブリッジサドルを円滑に移動調節することができるようにした弦楽器のテールピースを
提供することにある。
　また、本発明はサドル用調整手段の操作性を高めることができるようにした弦楽器のテ
ールピースを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために は、弦楽器本体 弦の端部を係止張設する弦楽器のテ
ールピースにおいて、前記テールピースが、前記弦楽器本体に弦の張設方向に移動可能に
取付けられるブリッジ本体と、前記ブリッジ本体に設けられ前記弦を支持する複数個のブ
リッジサドルと、前記各ブリッジサドルを弦の張設方向に移動調節するサドル用調節手段
とを備え、前記各ブリッジサドルは、隣り合うブリッジサドルと前記ブリッジ本体に対し
てそれぞれ前記弦の張設方向に平行な平面で接触し、前記サドル用調節手段は、前記ブリ
ッジ本体の に取付けられ回転操作されることにより、前記ブリッジサドルを隣り合う
ブリッジサドルと前記ブリッジ本体との接触面に沿って弦の張設方向に移動調節するもの
である。
【０００９】
　 発明において、前記サドル用調節手段を六角穴付きねじとしたもの
である。
　

【発明の効果】
【００１０】
　本発明においては、互いに隣り合うブリッジサドルが弦の張設方向と平行な平面で接触
し、またブリッジ本体に対しても同じく弦の張設方向に平行な平面で接触しているので、
ブリッジ をこれらの平面をガイド面として安定かつ円滑に移動させることができる
。
　六角形穴付きねじの回転調節時にＬ字型の六角レンチを用いれば、大きな力を必要とせ
ず回転させることができ、またレンチを弦楽器本体上で弦と直交する方向に略１８０°回
動させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　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（ａ）、（ｂ）は本発明に係るテールピースを備えた電気ギターの正面図および側
面図、図２は同テールピースの平面図、図３は同テールピースの側面図、図４は同テール
ピースの正面図、図５は同テールピースの背面図、図６は図２のＶＩ－ＶＩ線断面図、図
７は同テールピースの底面図、図８は同テールピースの分解断面図、図９は図２のＩＸ－
ＩＸ線断面図である。
【００１２】
　図１において、全体を符号２０で示す電気ギターは、ソリッド型の弦楽器本体２１と、
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本発明 に

背面

また、本発明は上記

また、本発明は、上記発明において、前記ブリッジ本体を弦の張設方向に移動調節する
ブリッジ用調節手段を前記ブリッジ本体の背面に取付けたものである。
　さらに、本発明は、上記発明において、前記ブリッジ用調節手段を六角穴付きねじとし
たものである。

サドル



この弦楽器本体２１の前端側に接合されたネック本体２２と、弦楽器本体２１の表面の幅
方向中央に設けられた６本の弦２３（２３ａ～２３ｆ）の振動をそれぞれ電気信号に変換
するピックアップ装置２４，２５と、前記各弦２３のボディ側端部を支持し係止するテー
ルピース２６と、ネック本体２２のヘッド部２２ａに取付けられ前記各弦２３のネック側
端部を係止する糸巻き２７と、弦楽器本体２１の表面に設けられた各種スイッチ２８等を
備えている。また、前記弦楽器本体２１の表面で前記ピックアップ装置２５の後方には、
前記テールピース２６を係止する一対のスタッドボルト２９が弦楽器本体２１の幅方向中
心線を挟んで左右対称な位置に立設されている。
【００１３】
　図６において、前記スタッドボルト２９は、円柱部２９ａと、この円柱部２９ａに設け
られた一対の鍔部２９ｂ，２９ｃと、円柱部２９ａの下端に設けられ弦楽器本体２１にね
じ込まれる雄ねじ部２９ｄとで構成されている。
【００１４】
　図２～図９において、前記テールピース２６は、前記弦２３の張力によって前記一対の
スタッドボルト２９に圧接されるブリッジ本体３０を備えている。
【００１５】
　前記ブリッジ本体３０は、弦２３の張設方向と直交する方向に長い矩形板状の金属製（
例えば、ＺｎＤＣ）で、長手方向両端部が前記スタッドボルト２９に対する第１、第２の
取付部３２Ａ，３２Ｂをそれぞれ形成し、また第１、第２の取付部３２Ａ，３２Ｂの内側
には前記６本の弦２３のうち第１の弦（高音弦）２３ａと、第６の弦（低音弦）２３ｆの
ボディ側端部をそれぞれ支持する第１、第２の弦支持部３３ａ，３３ｂが一体に突設され
ている。前記第１、第２の取付部３２Ａ，３２Ｂは、図２および図７に示すようにそれぞ
れ平面視Ｕ字状に形成されることによりブリッジ本体３０の前面３０ａに解放するＵ字状
の穴３５を有し、このＵ字状穴３５に前記スタッドボルト２９の一対の鍔部２９ｂ，２９
ｃ間の円柱部分が係入している。一方、前記第１、第２の取付部３２Ａ，３２Ｂの背面側
には、図６に示すように前記Ｕ字状穴３５に連通するねじ穴３６がそれぞれ形成されてお
り、このねじ穴３６には前記ブリッジ本体３０を前記弦２３の張設方向に移動調整するブ
リッジ用調節ねじ３７が後方からねじ込まれ、その先端がＵ字状穴３５に突出し前記スタ
ッドボルト２９の円柱部２９ａに当接している。ブリッジ用調節ねじ３７としては、六角
形穴付きねじが用いられ、Ｌ字型のレンチによって回転操作される。
【００１６】
　前記第１の弦支持部３３ａは、図９に示すように後方に向かって緩やかに傾斜した凸面
状の上面４０ａと、垂直な前面４０ｂとを有する突条体に形成されている。第１の弦支持
部３３ａの内壁面４０ｃ（図２）は、弦２３の張設方向に平行な垂直面に形成されている
。前記第２の弦支持部３３ｂは、第１の弦支持部３３ａと略同一構造で、図３に示すよう
に後方に向かって緩やかに傾斜した凸面状の上面４１ａと、垂直な前面４１ｂとを有する
突条体に形成されている。また、第２の弦支持部３３ｂの内壁面４１ｃ（図２）は、弦２
３の張設方向に平行な垂直面に形成されている。
【００１７】
　第１、第２の弦支持部３３ａ，３３ｂの相違する点は、図２に示すように第１の弦支持
部３３ａの前面４０ｂが第２の弦支持部３３ｂの前面４１ｂより前方に位置する点、およ
び前面４０ｂが弦２３の張設方向と略直交した面に形成され、前面４１ｂが弦２３の張設
方向に対して低音側に傾斜した斜面に形成されることにより、低音弦側端部が高音弦側端
部より後方に位置している点である。なお、第１、第２の弦支持部３３ａ，３３ｂの前端
上側角部ａ（図３、図９、前面４０ｂ，４１ｂの上端縁）は、第１、第６の弦２３ａ，２
３ｆの弦支持点を形成している。
【００１８】
　前記ブリッジ本体３０の上面で第１、第２の弦支持部３３ａ，３３ｂ間には、凹陥部４
４が形成されており、この凹陥部４４に第２、第３の弦２３ｂ，２３ｃのボディ側端部を
支持する第１のブリッジサドル４５と、第４、第５の弦２３ｄ，２３ｅのボディ側端部を
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支持する第２のブリッジサドル４６を配置し、これらのブリッジサドル４５，４６を前記
ブリッジ本体３０に対してサドル用調節ねじ４７（図８）によってぞれぞれ前後方向に移
動調整自在に連結している。前記凹陥部４４は、弦２３の張設方向と平行な水平面からな
る底面４４ａ（図５）と、垂直面からなる前記内壁面４０ｃ，４１ｃとで構成されている
。
【００１９】
　前記第１、第２のブリッジサドル４５，４６は、前記ブリッジ本体３０と同一の金属材
料によって略同一形状に形成されたもので、図８に示すように後方に向かって緩やかに傾
斜した凸面状の上面５０ａと、垂直な前面５０ｂと、弦２３の張設方向に平行な垂直面か
らなる左右両側面５０ｃ（図５）と、水平な底面５０ｄを有する側断面形状が略三角形の
本体５０と、この本体５０の前方に延在する平板部５１と、本体５０と平板部５１の接合
部下面に一体に垂設された脚部５２とで構成されている。また、脚部５２には、前記サド
ル用調節ねじ４７がねじ込まれるねじ穴５３が形成されている。第１、第２のブリッジサ
ドル４５，４６の前面５０ｂは、図２に示すように低音弦側端部が高音弦側端部より後方
に位置するように弦２３の張設方向に対して傾斜している。第１のブリッジサドル４５と
第２のブリッジサドル４６は、互いに対向する側面５０ｃどうしを面接触させて前記凹陥
部４４に配置され、第１のブリッジサドル４５の第２のブリッジサドル４６側とは反対側
の側面（右側面）５０ｃが前記第１の弦支持部３３ａの内壁面４０ｃと接触し、第２のブ
リッジサドル４６の第１のブリッジサドル４５側とは反対側の側面（左側面）５０ｃが前
記第２の弦支持部３３ｂの内壁面４１ｃと面接触している。また、第１、第２のブリッジ
サドル４５，４６の底面５０ｄは、凹陥部４４の底面４４ａと面接触している。
【００２０】
　第１、第２のブリッジサドル４５，４６が相違する点は、第１のブリッジサドル４５の
前面５０ｂが第２のブリッジサドル４６の前面５０ｂより後方に位置している点である。
第１、第２のブリッジサドル４５，４６の前端上側角部ｂ（図８）は、第２～第５の弦２
３ｂ～２３ｅの弦支持点を形成している。なお、第１のブリッジサドル４５の支持点位置
ｂは、第１の弦支持部３３ａの支持点位置ａより後方に位置するため、第１のブリッジサ
ドル４５は、後方に多く動くことが要求される。一方、第２のブリッジサドル４６の支持
点位置ｂは、第２の弦支持部３３ｂの支持点位置ａより前方にくるため、第２のブリッジ
サドル４６は前方に多く動くことが要求される。つまり、第１のブリッジサドル４５は後
方への移動調整範囲が広く設定され、第２のブリッジサドル４６は前方への移動調整範囲
が広く設定されている。
【００２１】
　前記ブリッジ本体３０の前記凹陥部４４の底面には、前記第１、第２のブリッジサドル
４５，４６の脚部５２がそれぞれ挿入される前後方向に長い２つの長穴５７がブリッジ本
体３０の下面側に貫通するように形成されている。また、ブリッジ本体３０には、前記各
弦２３ａ～２３ｆがそれぞれ挿通される６つの弦挿通穴６０ａ～６０ｆが形成されている
。これらの弦挿通穴６０ａ～６０ｆは、ブリッジ本体３０の前面３０ａと背面３０ｂに開
口する貫通穴からなり、弦挿通孔６０ａが前記第１の弦支持部３３ａの下方に位置し、弦
挿通穴６０ｂ，６０ｃが第１のブリッジサドル４５の下方に位置し、弦挿通穴６０ｄ，６
０ｅが第２のブリッジサドル４６の下方に位置し、弦挿通孔６０ｆが前記第２の弦支持部
３３ｂの下方に位置している。
【００２２】
　さらに、ブリッジ本体３０の背面３０ｂで前記第１、第２のブリッジサドル４５，４６
のねじ穴５３にそれぞれ対応する箇所には、前記サドル用調節ねじ４７が挿通されるねじ
取付穴６１ａ，６１ｂがそれぞれ形成されている。前記サドル用調節ねじ４７は、前記各
ねじ取付穴６１ａ，６１ｂより圧縮コイルばね６３を介して各ブリッジサドル４５，４６
のねじ穴５３にねじ込まれることにより、前記各ブリッジサドル４５，４６をブリッジ本
体３０に連結している。このため、第１、第２のブリッジサドル４５，４６は、各サドル
用調節ねじ４７を締付け方向に回転させると前方に移動調整され、反対に緩み方向に回転
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させると後方に移動調整される。サドル用調節ねじ４７としては、六角形穴付きねじが用
いられ、Ｌ字型のレンチによって回転操作される。前記圧縮コイルばね６３は、第１、第
２のブリッジサドル４５，４６を前方に付勢し、サドル用調節ねじ４７のバックラッシュ
による前後方向の遊動を防止している。
【００２３】
　前記各弦２３ａ～２３ｆは、ボディ側端部に取付けられたエンドリング７０（図９）を
有し、ネック側端部がブリッジ本体３０の各弦挿通穴６０ａ～６０ｆにその前方側開口端
から挿通されてブリッジ本体３０の背面３０ｂ側に引き出された後、前方上方に折り返さ
れて第１の弦支持部３３ａ、第１、第２のブリッジサドル４５，４６および第２の弦支持
部３３ｂの上面に添接され、ネック本体２２の上方を通ってネック部２２ａの糸巻き２７
にそれぞれ巻き付け係止されることにより所定の張力に張設される。
【００２４】
　このような構造からなる電気ギター２０は、糸巻き２７によって弦２３のネック側端部
を巻き上げていくと、弦２３の張力が徐々に増大して音程、音調が調整される。弦２３を
張設するとその張力は、ブリッジ本体３０を前方に付勢し、左右一対のブリッジ用調節ね
じ３７を各スタッドボルト２９の円柱部２９ａに後方から押し付ける。したがって、ブリ
ッジ本体３０は、一対のスタッドボルト２９に対して安定した状態で固定される。
【００２５】
　電気ギター２０の音色、音調を調整する場合は、第１、第６の弦２３ａ，２３ｆの音調
を合わせながら左右のブリッジ用調節ねじ３７をＬ字型のレンチによって回転操作してブ
リッジ本体３０を前進または後退させる。これにより、弦２３ａ～２３ｆの有効弦長、す
なわちテールピース２６とネック本体２２の先端に設けた上駒６５間の弦部分の長さが変
化し音程、音調が調整される。
【００２６】
　次に、サドル用調節ねじ４７を同じくＬ字型のレンチによって締め付け方向または緩み
方向に回転させて第１、第２のブリッジサドル４５，４６を前方または後方に移動させる
と、第２～第５の弦２３ｂ～２３ｅの有効弦長が変化し、微妙な調整を行うことができる
。
【００２７】
　この場合、ブリッジ用調節ねじ３７とサドル用調節ねじ４７をブリッジ本体３０の背面
側において回転させると、それに伴ってブリッジ本体３０と第１、第２のブリッジサドル
４５，４６が前後方向に移動するので手でわざわざ移動させる必要がなく、しかも弦２３
を張設したままの状態で調整することができるため、調整作業が簡単かつ容易で短時間に
行うことができる。
【００２８】
　また、ブリッジサドル４５，４６は、互いに面接触する側面５０ｃと、凹陥部４４の底
面４４および左右内壁面４０ｃ，４１ｃをガイド面として弦２３の張設方向に移動調節さ
れるため、傾いたりすることがなく安定かつ円滑に移動することができる。
【００２９】
　また、ブリッジ用調節ねじ３７とサドル用調節ねじ４７として、六角穴付きねじを用い
、これらのねじをＬ字型のレンチで回転させるようにしているの通常のプラスまたはマイ
ナスねじに比べて大きな操作力を必要とせず、また弦楽器本体の上方で弦の張設方向と直
交する方向に略１８０°回転操作することができ、調整作業が容易である。
【００３０】
　さらに、本実施の形態においては弦楽器本体３０に一体に突設した第１、第２の弦支持
部３３ａ，３３ｂによって第１、第６の弦２３ａ，２３ｆのボディ側端部を支持し、第１
、第２のブリッジサドル４５，４６によって第２～第５の弦２３ｂ～２３ｅのボディ側端
部を支持しているので、ブリッジサドルを１本の弦毎に設ける必要がなく、ブリッジサド
ルの個数を１／３に削減することができる。したがって、安価に製作でき、またテールピ
ース２６の外観をすっきりさせることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】（ａ）、（ｂ）は本発明に係るテールピースを備えた電気ギターの正面図および
側面図である。
【図２】同テールピースの平面図である。
【図３】同テールピースの側面図である。
【図４】同テールピースの正面図である。
【図５】同テールピースの背面図である。
【図６】図２のＶＩ－ＶＩ線断面図である。
【図７】同テールピースの底面図である。
【図８】同テールピースの分解断面図である。
【図９】図２のＩＸ－ＩＸ線断面図である。
【図１０】従来のブリッジ構造の平面図である。
【図１１】同ブリッジ構造の断面図である。
【図１２】従来の他のブリッジ構造の側面図である。
【図１３】同ブリッジ構造の背面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　２０…電気ギター、２１…弦楽器本体、２２…ネック本体、２３（２３ａ～２３ｆ）…
弦、２６…ブリッジ、２９…スタッドボルト、３０…ブリッジ本体、３７…ブリッジ用調
節ねじ、３２Ａ…第１の取付部、３２Ｂ…第２の取付部、３３ａ，３３ｂ…第１、第２の
弦支持部、４５，４６…第１、第２のブリッジサドル、４７…サドル用調節ねじ。
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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