
m100108 色々思いついたので楽器製作まとめ
現在作っている楽器についてまとめ（100108)
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１−モチベーション
２−遍歴
３−つくりかけ
４−ライバル
５−完成イメージ
６−採用する手法
７−完成したあとは？
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==============
１−モチベーション
===============
1-1 一言で言うと：ギター版戦艦大和です
1-2もしくはドラゴン殺し＠ベルセルク
1-3-1前人未到にデカイ。
1-3-2大きく分厚く重く そして大雑把すぎ。
1-3-3それでもなんとか弾けなくもないように作りたい。

===============
２−遍歴
===============
2-1 物心ついた頃から変形ギターでした。
2-2 高い音も出したかった

===============
３−つくりかけ
===============
3-1 とにかくピアノみたいに全部の音が出るギターを作ろうとした
3-2指板は通常のギターの６倍くらいあります。
3-3ローズウッドで制作してたら思いのほか重かったので
3-4 バーズアイメイプルに素材を変更しました。
3-5フレット大杉
3-6というとこで制作中断してます。

===============
4-ライバル
===============
4-1 jinmoid
4-2 koyabu board
4-3 stick
4-4 adler
4-5 warr
4-6 delta wing
4-7 sky

===============
５−完成イメージ
===============
5-1実用度外視
5-2日本人らしさを詰め込む
5-3でもできるだけスマートにシンプルに軽く

===============
６−採用する手法
===============
6-1パーツを減らすため、ギアレスチューナーを採用
6-2様々な弦に対応するため、コヤボのブリッジを採用
6-3PUは指板の下に埋め込み。その方がフレット増やせる
6-4ネックの概念を廃止。ボディーと本体一体化。
6-5その上で、できるだけボディーも薄く軽く

===
7完成したらそのあとは？
===
7-1センサーとかコントローラを拡張していく
7-2ロボ化

===============
１−モチベーション
===============
以前、9弦50フレットギターというのを作ったら、多フレットギター研究家の方のサイトに掲載されました。

http://m43.net/2010/01/plate1.html
http://m43.net/2010/01/plate1.html


当時の部屋の写真。

 
取りあえず作業スペースに置いてあるけど、
重すぎ/デカ過ぎで取り回しが難しく、ほぼ使い物になっていなかった。

モチベーション：
上記9弦50フレットを作って、これ以上のデカさはきついだろうと思ったら、しばらくして３６F １２弦のAdlerってのがでてきたのでそれ以上のやつを作ろうと思った。

 
adler12弦。これを超えたい。

==========
今回の制作コンセプト
==========
一言で言うと：
ギター版戦艦大和です

もしくはドラゴン殺し＠ベルセルク

１　前人未到にデカイ。
２　大きく分厚く重く そして大雑把すぎ。
３　それでもなんとか弾けなくもないように作りたい。

最低でも12弦か13弦。できたら14弦か15弦にする。フレット数は５２～６０フレットになる予定。GrandStickと同じスケールで、スカイギターより高い音が出せ、コヤブボードやWarrGuitarよりも弦が多い物を作る。

===============
2−遍歴
===============

2-1 物心ついた頃から変形ギターでした。

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834016766b6ea9f970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b89650970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8c9d2970c-pi


中学時代に使っていたギター。今は友人に譲渡したので手元には無い。

2-2 高い音も出したかった

 
高い音が出したいなと思って、フレット増やしたり色々してみた。

その後いろんな変なのや拡張したのを作って現在に至る。

===============
３−つくりかけ
===============

3-1 とにかくピアノみたいに全部の音が出るギターを作ろうとした

パーツを海外から取り寄せたりして計算/デザインしてました。

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b61b1e970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b61d3d970b-pi


3-2指板は通常のギターの６倍くらいあります。

作りかけのローズ指板の横にあるのはスタインバーガー。

3-3ローズウッドで制作してたら思いのほか重かったので

前回に引き続き重すぎて使えねえということで。

3-4 バーズアイメイプルに素材を変更しました。

 

 

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b618dc970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8642b970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b5f596970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b607fc970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b88f2a970c-pi


 

3-5フレット大杉

 

3-6というとこで制作中断してます。

指板は作りつつあったけど、
本体のデザイン、機能などしぼりきれてなかったので制作が止まってました。

そんなわけで、他の独創的なギターを参考に考えをまとめてデザインをねることに。

===============
４−ライバル
===============
4-1 jinmoid
4-2 koyabu board
4-3 stick
4-4 adler
4-5 warr
4-6 delta wing
4-7 sky

4-1 jinmoid

 
フレットが多いです。

ドイツbasslab製で樹脂のボディー。
木を使わなければ軽くできるかも？とか参考になった。
楽器フェアにいったりライブに行ったりして研究。

4-2 koyabu board

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b5fda0970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b5f74e970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b5d697970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b5d600970b-pi


12弦タッピング専用。
太い弦が下からきてて、４度と５度を組み合わせたアンクロスチューニング。

 
小藪さんのデモを何度かみてみた。

 

 
 

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b608ae970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b60aa5970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b609a0970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b62764970b-pi


楽器フェアでも研究。

 
専用のブリッジはどんな弦でもどこでも使えるっぽいので、
アームなしのデザインならパーツ購入して使用したいと思った。

4-3 stick

これも10弦とか12弦。
チューニング的にはこっちの方が直感的に行けるなと思った。

91.5インチのstick Bassのスケールを基本として作ろうかなとか思った。

4-4 adler

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b87db5970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b65b64970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b87f26970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b60f90970b-pi


 
とりあえずデカイ。重そう！

デザイン的にまるっぽいので、俺は逆に鋭角なデザインで対抗したい。

4-5 warr

タッピング専用。音もいい。
50万位するだけあって、いい木を使ってて音がいい。
でもやっぱ丸っぽい。

4-6 delta wing

 
ハイフレット出したい人用。３６F

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b87c08970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b84960970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b861f4970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8859d970c-pi


25F以降は細いフレットになってる。
自分のも高い方は細くしようと思った。
ジャンボ→ミディアム→スモール→マンドリン用フレットみたいに。

4-7 sky

高い音が全音で弾きやすそう。
直感的に使いたいので（そのぶんちゃんと弾けなくていい）、
半音進行でいいかなあと改めて思った。

あと、前回アームつけたらチューニングがめんどくさすぎたので、
今回は固定でいいかなとも思う。

EQ＆ドライブ機能内蔵で俺も作りたいけど、
コントローラは隠すか無線、もしくはフェーダがいいな。

その他

上には上が居る。。
tesla

 
前回デザイン時にとってもボディー形状で参考になった。
指板とボディーは一体化でいい。
そんなデカイの握れないから。

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8487d970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8930a970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b85f93970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8611b970c-pi


PU見えない方がすっきりしてよくね？と思わせてくれた。
リアも埋め込みにして見せずにいきたい。

===============
５−完成イメージ
===============

5-1実用度外視

武器っぽくデザインしたいし、そうなると思うのよね

でかくて俺にも弾けないし、誰にも弾けないから、
いつか達人が現れるまでしまっときます。

 
こういうのもアリかな。

5-2日本人らしさを詰め込む

 

去年は色々な場面で自分が日本人であることを再確認させられたので(マレーシアでライブを見に行ったら現地の若者がけいおんの曲を演奏してたり！)、日本らしさを凝縮したものを楽器にも詰め込みたい。

日本人らしさとは何か？みたいなことのまとめ：

1　木をつかう（他の国では圧倒的に石)

2　細かいことこだわる（Japanese people respects detail)→オタク/マニア化
3　不必要に製品を小さくする
4　無駄に全部の機能をぶち込む（ガラケーとか家電とか）

以上をふまえ、今作っている楽器を再デザインして作成したい。

====
5-3でもできるだけスマートにシンプルに軽く
====
とにかくでかくすればいいって感じではなく、不要な部分はそぎ落としたい。
これまで書いたことを含めて下記のような感じで。

1　サイズがでかいので木で作ると重いから樹脂とかにしようかなと思ってたけど、やっぱ木で。
2　やはり限界まで機能を詰め込むで、丁寧に仕上げる
3　機能を詰め込んだ上で、できるだけコンパクトにする

===============
６−採用する手法
===============
6-1　パーツを減らすため、ギアレスチューナーを採用

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8948f970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b5da75970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b882b6970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b5dffd970b-pi


 

6-2様々な弦に対応するため、コヤボのブリッジを採用

 

6-3PUは指板の下に埋め込み。その方がフレット増やせる

 

6-4ネックの概念を廃止。ボディーと本体一体化。

 

6-5その上で、できるだけボディーも薄く軽く

とりあえずは弾けなくていい！
弾きたいじゃなく、練習したいんじゃなく、作りたいんだ！

ということで、弾きやすさとか考慮せずに完成させる。

===============
７−完成したらそのあとは？
===============

7-1センサーとかコントローラを拡張していく

こんな感じで、ボタン増やしたりエフェクト内蔵しまくってもいいかも。

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8607d970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b659c1970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b675c3970b-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b86bfc970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b86e34970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8a522970c-pi


今だったら、マルチタッチのカオスパッドみたいなコントローラーのせてもいいかな。

7-2ロボ化

俺が弾かなくても音を出せるような機能を搭載してもいいかも。

Mr Bigのドリル奏法みたいなのをロボにやらせてもいい。

GuitarBot
http://www.youtube.com/watch?v=HxLTJmmyqn4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XNzL75a_dD8&feature=related

以上が現時点のまとめ。
正直完成させられるかわかんない。

http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b8a72e970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c8834012876b89fd0970c-pi
http://m43net.typepad.com/.a/6a00e54fd83d2c88340120a7b63316970b-pi

