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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共鳴板と前記共鳴板から延在するインテグラルブリッジを含み、前記インテグラルブリ
ッジが電気ギターの弦を前記共鳴板から離間させ、前記共鳴板と前記インテグラルブリッ
ジは継ぎ目のない構造を形成し、前記インテグラルブリッジは共鳴板になめらかに一体と
なる外部表面を含むことを特徴とする電気ギター。
【請求項２】
　前記ブリッジが内部に形成されたスロットを含み、前記スロット内に位置決めされた圧
電ピックアップをさらに含むことを特徴とする請求項１記載の電気ギター。
【請求項３】
　前記共鳴板と前記ブリッジが、前記共鳴板と前記ブリッジ間を継ぎ目なく接続するよう
に構成されることを特徴とする請求項１記載の電気ギター。
【請求項４】
　中空中央部を含むボディをさらに備え、前記共鳴板が前記ボディの一部であることを特
徴とする請求項１記載の電気ギター。
【請求項５】
　前記ボディの４０％から５０％が中空であることを特徴とする請求項４記載の電気ギタ
ー。
【請求項６】
　前記共鳴板は前記ボディの前記中空中央部と通じるサウンドホールがないように閉じて
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いることを特徴とする請求項４記載の電気ギター。
【請求項７】
　前記ボディに係合し且つある長さを持つネックと、
　前記ネックと係合するヘッドストックとをさらに備え、
　前記楽器の弦が前記ヘッドストックと前記共鳴板に係合し、前記ネックの全長に渡って
張られ、
　前記ブリッジが前記楽器の弦と前記共鳴板の係合部に近接した前記共鳴板上に位置決め
されることを特徴とする請求項４記載の電気ギター。
【請求項８】
　サウンドホールが無く、空洞部が完全に囲まれたサウンドボックスを備え、前記サウン
ドボックスが共鳴板とインテグラルブリッジを有し、前記インテグラルブリッジが前記サ
ウンドボックスの前記共鳴板になめらかに一体となる外部表面を含むことを特徴とする電
気ギター。
【請求項９】
　前記サウンドボックスの４０％から５０％が中空であることを特徴とする請求項８記載
の電気ギター。
【請求項１０】
　前記ブリッジが前記ギターの弦を前記共鳴板から離間させるように構成されていること
を特徴とする請求項８記載の電気ギター。
【請求項１１】
　前記ブリッジ内に形成されたスロットと、前記スロット内に収納された圧電ピックアッ
プをさらに備えていることを特徴とする請求項１０記載の電気ギター。
【請求項１２】
　前記共鳴板と前記ブリッジが継ぎ目なく接続するように構成されることを特徴とする請
求項１０記載の電気ギター。
【請求項１３】
　共鳴板とインテグラルブリッジを含む中空ボディを備え、前記共鳴板が上部表面を有し
、前記インテグラルブリッジが前記共鳴板の上部表面になめらかに一体となる外部表面を
有し、
　前記インテグラルブリッジ内に形成されたスロットと、
　前記スロット内に位置決めされた圧電ピックアップと、
　を備えることを特徴とする電気ギター。
【請求項１４】
　前記ボディが前記ボディの容積の４０％から５０％を占める中空空洞部を有することを
特徴とする請求項１３記載の電気ギター。
【請求項１５】
　前記共鳴板の前記インテグラルブリッジの位置に近接した前記共鳴板と係合する複数の
弦をさらに備え、
　前記圧電ピックアップが前記共鳴板から前記弦を離間させるように弦と係合することを
特徴とする請求項１３記載の電気ギター。
【請求項１６】
　電気ギターのボディを構成する方法において、
　ａ）ソリッドブロック材料を提供する工程と、
　ｂ）共鳴板と前記共鳴板のインテグラルブリッジを形成するために前記ソリッドブロッ
ク材料を成形する工程とからなり、前記インテグラルブリッジが前記共鳴板からなめらか
に離間するように延長し前記電気ギターの弦を前記共鳴板から離間させるように構成する
ことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記工程（ａ）において、前記ソリッドブロック材料が前記ソリッドブロック材料を形
成するために共に接着された第１および第２木片を有することを特徴とする請求項１６記
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載の方法。
【請求項１８】
　前記工程（ｂ）が前記共鳴板と前記インテグラルブリッジ間に継ぎ目のない外部移行表
面を形成する工程を有することを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　前記工程（ｂ）が前記インテグラルブリッジ内にスリットを形成する工程を有すること
を特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項２０】
　電気ギターの共鳴板を構成する方法において、
　ａ）木材を提供する工程と、
　ｂ）共鳴板と前記共鳴板からなめらかに延長するインテグラルブリッジを形成するため
に前記木材を切削する工程と、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２１】
　電気ギターのボディを構成する方法において、
　ａ）第１および第２木片を提供する工程と；
　ｂ）共鳴板と前記共鳴板から延長するインテグラルブリッジを形成するために前記第１
木片を切削し、インテグラルブリッジが共鳴板になめらかに一体となる工程と、
　ｃ）ギター背部を形成するために前記第２木片を切削する工程と、
　ｄ）空洞部が４０％から５０％でありサウンドホール開口部が無いギターボディを形成
するために前記共鳴板を前記ギター背部に取り付ける工程と、
　を備えることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は全般的にギターの構成に関し、特に、限定するためでなく、伝統的なソリッドボ
ディ型電気ギターと同様のサイズと形状を有するアコースティックギターの構成に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
アコースティックギターの伝統的な構成において、ギター弦により発生する動き即ち音を
検出する帯電ピックアップをアコースティックギターに取り付け、ソリッドボディ型電気
ギターに共通して実施される方法と同様な方法で電気的に増幅するための努力が継続して
行われてきた。
【０００３】
アコースティックギターと称されるギターとソリッドボディ型電気ギターと称されるギタ
ー間には一般に明確な差異がある。アコースティックギターは一般に中空ボディを有し、
発生音の重要な要素は音響エネルギーを発生するための共鳴室として作用する中空ボディ
の音響特性である。典型的なアコースティックギターの一例はギブソン（Ｇｉｂｓｏｎ）
製のＪ－２００ギターである。
【０００４】
伝統的なアコースティックギターの１つの欠点はギターからの発生音の音量である。通常
、この音量は大勢の聴衆を楽しませるためには充分でなく、この音響を増幅させる方法が
必要となる。この増幅は従来より伝統的なアコースティックギター上に取り付けられた電
子ピックアップの使用により実現されていた。これらの電気ピックアップは、アコーステ
ィックギター内のサウンドホールの上方に電子素子を取り付けるかまたはアコースティッ
クギターのブリッジまたは共鳴板に取り付けることにより、電気ギターに取り付けられる
。発明者、生熊氏に発行された米国特許第４，５０１，１８６号は、アコースティックギ
ターのサウンドホールの上方に電磁ピックアップを取り付けることにより、アコースティ
ックギター上に取り付けられたピックアップ装置を開示している。
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【０００５】
実際には、電子ピックアップ付きのアコースティックギターの問題点はギターを弱体化さ
せる追加素子にある。アコースティックギターの共鳴板に取り付けられた追加素子はギタ
ーの構造を弱体化させる傾向にある。この弱体化は、共鳴板に対する変更により生ずる、
共鳴板に対する追加のストレスにより発生する。
【０００６】
電磁ピックアップをアコースティックギターに取り付ける別の問題はピクアップ付きアコ
ースティックギターの実際の演奏中に生じる。電磁ピックアップは振動を受信し、解読し
、増幅するように設計されているので、これが取り付けられたアコースティックギターは
ギター弦の振動とアコースティックギターの中空ボディからの共鳴により不統一信号を電
磁ピックアップに送信する。これにより、楽器からの実際に演奏された音色の不統一な増
幅および、電磁ピックアップを取り付けられたアコースティックギターの聴取者に不愉快
な望ましくない「フィードバック効果」を生じる。
【０００７】
伝統的な中空ボディ型アコースティックギターはソリッドボディ型電気ギターと対照を成
し、音は主に弦振動の作用によるものである。この振動は電磁ピックアップにより検出さ
れ、大勢の聴取者を楽しませるのに充分な音量の音を発生させるために増幅される。伝統
的なソリッドボディ型電気ギターの例としてギブソン製のレス・ポール（Ｌｅｓ　Ｐａｕ
ｌ）モデルギターが挙げられる。
【０００８】
伝統的なソリッドボディ型電気ギターは、上述のフィードバック効果を大幅に減少させる
が、音響を共鳴させる中空空洞部が無いので中空ボディ型アコースティックギターと同じ
音質が得られない。伝統的なソリッドボディ型電気ギターはソリッドボディ型電気ギター
の弦の振動を解釈し増幅するために容易に適合される電磁ピックアップを含むが、ブリッ
ジと電磁ピックアップをソリッドボディの形成後にソリッドボディ型電気ギターのボディ
に取り付けられることが必要とされる。そのようにしても、この構造はソリッドボディ型
電気ギターの構造と完全性を弱め、アコースティックギターと同じ音色品質を発生させる
ことができない。
【０００９】
さらに、従来、電気ギター用の電磁ピックアップは従来の電気ギターのボディの上面に取
り付けられた板状素子から構成される。この板状素子はギターの見栄えを悪くする。
【００１０】
半中空ボディ型ギターとして知られ、従来のアコースティックギターより典型的に薄いボ
ディ上に従来の電気ギターピックアップを利用しているが、限界中空コアを有する第３カ
テゴリのギターがある。半中空ボディ型楽器の一例はギブソン製ＥＳ－３３５型ギターで
ある。
【００１１】
アコースティックギターで以前使用された一タイプのピックアップはエルアールバッグス
カンパニー（ＬＲ　Ｂａｇｇｓ　Ｃｏ．）により製造されたモデルＬＢ６シリーズピック
アップのような圧電ピックアップである。これらの圧電ピックアップはギター弦が支持さ
れるブリッジとしての機能するように構成されている。ギター弦はピックアップ上で押下
され、弦が振動するにつれて、ピックアップの変化する圧力がピックアップの一部である
圧電素子に変化する電気信号を発生させる。この型のピックアップは典型的にはギターボ
ディの上面に接着されるかねじ止めされた分離したブリッジ支持部材に搭載される。この
分離したブリッジ支持部材は圧電変換器素子を受けるために内部にギザギザの付いたスロ
ットを有する。
【００１２】
このように、ピックアップの構成および中空ボディのギターで使用するための搭載法に関
して改良を求める継続した要望がある。
【００１３】
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【課題を解決するための手段】
本発明は、共鳴板とこの共鳴板から延在するインテグラルブリッジを含む楽器上部から構
成される弦付き楽器を提供する。ブリッジは楽器の弦を共鳴板から離間させるように設計
される。この楽器は圧電ピックアップを含むように設計されたブリッジ内のスロットを有
する。この楽器はまた中空ボディを有する。
【００１４】
本発明はまた、サウンドホールの無い中空で完全に囲まれたサウンドボックスから構成さ
れる弦付きギターを開示する。この弦付きギターは共鳴板とサウンドボックス一部として
のインテグラルブリッジを持っている。圧電ピックアップはインテグラルブリッジ内に収
納される。
【００１５】
弦楽器のボディを構成する方法が開示されている。この方法はソリッドブロック材料を提
供する工程と、共鳴板と共鳴板のインテグラル延長部を形成するソリッドブロック材料を
成形する工程を具備している。延長部は楽器の弦を共鳴板から離間させるように適合され
ている。
【００１６】
この構成はユニークな外観と改良された機能を有するギターになる。圧電ピックアップを
受け入れるためのスロットのインテグラル構成は分離したブリッジ支持部材をギターのボ
ディに接着したり、固定させることを不要にする。
【００１７】
従って、本発明の一般的な目的はアコースティックギターの改良された構成を提供するこ
とにある。
【００１８】
さらに、本発明の目的は共鳴板およびこの共鳴板から延在するインテグラルブリッジを有
する弦楽器を提供することにある。
【００１９】
本発明の他の目的は実質的に中空であるボディを有する電気ギターを提供することにある
。
【００２０】
本発明のさらに他の目的は音響エネルギーを発散できるサウンドホールの無い中空ボディ
型ギターを提供することにある。
【００２１】
さらに本発明の他の目的は、ソリッドブロック材料を共鳴板とこの共鳴板のインテグラル
延長部に成形する工程を具備し、延長部が楽器の弦を共鳴板から離間するように設計され
ている、弦楽器のボディを構成する方法を提供することにある。
【００２２】
本発明の他の目的は圧電ピックアップをギターに搭載するための改良された構成を提供す
ることにある。
【００２３】
さらに、本発明の他の目的はギターに新規な外観を提供することにある。
【００２４】
本発明の他のおよびさらなる特徴や利点は添付の図面と関連して以下の開示を読むことに
より当業者に容易に明らかになるであろう。
【００２５】
【発明の実施の形態】
図１を参照すると、本発明の電気ギターのような弦楽器が、全般的に、符号１０により表
示される。弦楽器１０は共鳴板１４とこの共鳴板１４から延在するインテグラルブリッジ
１６を有する楽器上部１２から構成される。インテグラルブリッジ１６は楽器１０の弦１
８が共鳴板１４から離間するように設計されている。
【００２６】



(6) JP 4189219 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

図５および図６に示されるように、インテグラルブリッジ１６はその内部に形成されたス
ロット２０を有する。さらに、楽器１０は、図８に示されるように、スロット２０内に位
置決めされた圧電ピックアップ２２を含んでいる。
【００２７】
　共鳴板１４とインテグラルブリッジ１６からなる楽器上部１２は共鳴板１４とインテグ
ラルブリッジ１６間に継ぎ目のない接続部を形成するように構成される。楽器上部１２の
構造的完全性を強化するのは、共鳴板１４とインテグラルブリッジ１６間のこの継ぎ目の
ない接続部である。
【００２８】
この楽器１０はさらにギター背部５６を持っている。ギター背部５６と楽器上部１２はサ
ウンドボックス２４と称されるギターボディ２４を形成する。
【００２９】
図４はギター背部５６の中空中央部２６を示す。ボディ２４の周辺部６０が示されている
。図７において、ギター背部５６の中空中央部２６の深さは符号６２として示される。
【００３０】
好ましい実施例において、ボディ２４は異なる２つの素子から作られる。第１素子、即ち
、マホガニー材から作られるギター背部５６は中空にくりぬかれる。第２素子、即ち、カ
エデ材のキャップである楽器上部１２はマホガニー材上で接着される。周辺形状６０は切
削される。ギターボディ２４の外部寸法はほぼ標準のギブソン製のレス・ポールモデルギ
ターと類似である。同時に、周辺形状６０が切削され、バッテリポケット３０とアクセス
ポケット３２がこのギター背部５６に形成される。
【００３１】
　第２素子、即ち、インテグラルブリッジ１６と共鳴板１４から構成される楽器上部１２
は単一のカエデ材から開始される。インテグラルブリッジ１６は正確なサドルの高さを得
るために特定の高さに切削される。共鳴板領域１４が所望の高さに切削される。継ぎ目の
ない外部移行表面５４が紙ヤスリで磨かれ、インテグラルブリッジ１６と共鳴板１４間を
継ぎ目のない接続部にするためにそれらの間がしっくり調整される。これにより、従来の
電磁ピックアップ搭載システムで生じる問題点を除去するインテグラルブリッジ１６が形
成される。即ち、これにより、ギター１０の上部で典型的に接着されまたはねじ止めされ
る分離したピックアップ支持片を必要としなくなる。好ましい実施例において、楽器上部
１２は切削されたカエデ材から形成され、ギター全体は３インチから３／４インチの厚み
を有する。
【００３２】
楽器上部１２は楽器１０のボディ２４の一部であると説明できる。このボディ２４は、図
４に示されるように、中空中央部２６を有する。好ましい実施例において、中空中央部２
６は好ましくは楽器１０のボディ２４の体積の４０％から５０％であり、最も好ましくは
、楽器１０のボディ２４の体積のおよそ４５％である。
【００３３】
　図４に示されるように、ギター背部５６は楽器１０の電気的見地のための音色および音
量制御装置を収容する制御開口部２８を持っている。このギター背部５６は楽器上部１２
と反対側のギター背部５６の領域に配置されたバッテリポケット３０とアクセスポケット
３２を有する。圧電ピックアップ２２からの電気信号用導体を増幅器（図示せず）に配線
する出力ジャック３４が図４に示される。ギター背部５６は、使用者（図示せず）が楽器
１０を抱え且つ制御するために、ギターストラップ（図示せず）を楽器１０に取付けるた
めに使用される２つの接続ピン４４を有する。
【００３４】
本発明の好ましい実施例において、楽器上部１２は閉じられるので、ボディ２４の中空中
央部２６と連通するサウンドホールは存在しない。図２に示されるように、楽器上部１２
はボディ２４の中空中央部２６からの音を伝達しまたは増幅するために音響エネルギーが
伝達する重要な領域である開口部を持たない。代案として、本発明のこの特徴はサウンド
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ホールのない中空が完全に閉じられたサウンドボックス２４から構成される楽器として説
明できる。
【００３５】
図１に示される楽器１０はボディ２４と係合するネック３６とこのネック３６と係合する
ヘッドストック３８を有する。楽器１０はさらにヘッドストック３８と楽器上部１２とに
係合する弦１８を有する。これらの弦１８はネック３６の全長に渡って張られる。インテ
グラルブリッジ１６は楽器１０の弦１８と共鳴板１４の係合部に近接した共鳴板１４上に
位置決めされる。図４に示されるように、ギター背部５６はネック３６と楽器１０のボデ
ィ２４の接続を可能にするネック接続開口部４０を持っている。
【００３６】
楽器１０の弦１８は６個の黒檀製のブリッジピン４２を使用して楽器上部１２の共鳴板１
４と係合する。ブリッジピン４２の各々は６本の弦１８の１つを共鳴板１４に固定する。
弦１８を共鳴板１４に固定する位置はインテグラルブリッジ１６のスロット２０に配置さ
れた圧電ピックアップ２２がネック３６とブリッジピン４２間に位置決めされるように実
施される。
【００３７】
楽器１０の弦１８は特にヘッドストック３８上に位置決めされたチューニングヘッド４６
と係合している。チューニングヘッド４６により、弦１８の張力の調整が可能にし、楽器
１０の調子に影響を与える。図６に示されるように、アクセスチャネル４８はスロット２
０をボディ２４の中空中央部２６と接続する。アクセスチャネル４８は圧電ピックアップ
２２から楽器１０の出力ジャック３４と音色／音量制御部への伝導カードの物理的な接続
を可能にする。
【００３８】
　電気ギター１０の共鳴板１４は上部表面５０を有し、インテグラルブリッジ１６は外部
表面５２を含む。電気ギター１０は共鳴板１４の上部表面５０がインテグラルブリッジ１
６の外部表面５２に円滑に一体となるように構成される。
【００３９】
　本発明者はまた弦楽器１０のボディ２４を構成する方法を開示している。この方法はソ
リッドブロック材料（図示せず）を提供する工程を含み、このソリッドブロックはソリッ
ドブロックを形成するために共に接着された第１および第２木材片（図示せず）を含んで
いる。この方法はさらに共鳴板１４およびインテグラルブリッジ１６を形成するためにソ
リッドブロック材料を成形する工程を含んでいる。この方法はさらに継ぎ目のない外部移
行表面５４を成形する工程を含んでいる。この継ぎ目のない外部移行表面５４は図６に示
されるように共鳴板１４とインテグラルブリッジ１６を接続している。この方法はまたイ
ンテグラルブリッジ１６内にスロット２０を形成する工程を含んでいる。
【００４０】
さらに、この楽器構成は図面に示されるようにギターにユニークな外観を提供している。
【００４１】
好ましい実施例において、圧電ピックアップ２２はエルアールバッグスカンパニーにより
製造されたＬＢ６シリーズである。ＬＢ６シリーズ圧電ピックアップはあらゆる点でユニ
ークである。まず、ピックアップ自身は内部に正しく配置された６個の個別センサを有す
るサドルである。センサが弦１８とギター１０ボディ間の接続部の一体部分であるので最
大の感度と信号伝導性が得られる。第２に、センサ自身は振動および圧力に反応する。こ
れにより弦１０の臨場感やアタックを持ったボディ振動の自然な暖かみを調和させること
ができる。これにより、音質と圧電ピックアップ２２の機能が増加する。
【００４２】
圧電ピックアップ２２は楽器１０のボディ２４の一部である楽器上部１２の一部であるイ
ンテグラルブリッジ１６内の位置によりさらに性能が高められる。ＬＢ６は楽器１０から
発生する音色の音楽品質やリスニングの楽しみを高めるフィードバック禁止回路を持って
いる。圧電ピックアップ２２は音響エネルギーの電磁フォームへの変換を容易にする９ボ
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【００４３】
このように、本発明は上記の目的と利点およびそれらに固有な目的と利点を容易に達成す
ることが理解される。本発明のある好ましい実施例が開示目的のために図示され、記載さ
れたが、部品と工程の配置と構成の数多くの変更が当業者により可能であり、添付の特許
請求の範囲により定義されるような本発明の範囲と精神の範囲内で変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は本発明に従って構成されたギターの上部斜視図である。
【図２】　図２は本発明に従って構成されたギターのボディの上面図である。
【図３】　図３は本発明に従って構成されたギターのボディの斜視図である。
【図４】　図４は、ギター背部から除去された楽器上部または共鳴板を有する、本発明に
従って構成されたギターのボディのギター背部を示し、ギターのボディ内の中空空洞部を
示す上面図である。
【図５】　図５は共鳴板とインテグラルブリッジを備える楽器上部の側面図である。
【図６】　図６は楽器上部に配置されたインテグラルブリッジの断面領域の詳細図である
。
【図７】　図７はギターボディの側面図である。
【符号の説明】
１０　　　弦楽器
１２　　　楽器上部
１４　　　共鳴板
１６　　　インテグラルブリッジ
１８　　　弦
２０　　　スロット
２２　　　圧電ピックアップ
２４　　　ギターボディ
２６　　　中空中央部
３０　　　バッテリポケット
３２　　　アクセスポケット
３４　　　出力ジャック
３６　　　ネック
３８　　　ヘッドストック
４２　　　ブリッジピン
５４　　　シームレス外部移行表面
５６　　　ギター背部
６０　　　周辺部
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