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明 細 苫

弦楽器

技術分野

０００1 本発明は、弦楽器に関するものてあり、特に、アコースティノク・キタ一等の弦楽器

の表板内面に取付けられ、弦楽器のホティを補強して支持する機能を有するとともに

、表板の振動による響きを燗整することか可能なフレースハーを具備する弦楽器に

関するものてある。

０００2 従来から、張段された弦の振動を中空のホティの内部て共㎎させ、表板を振動させ

ることにより、それそれの弦楽器に特有の音色を響かせることか可能なキタ一等の弦

楽器か製作されている。ここて、一般的なキタ一を例にして脱明すると、係るキタ一は

、その主たる構成として、表板、側板、及ひ裏板によって内部か中空状に形成される

ホティと、咳ホティから上方に突出するよぅに設けられたネノクと、ネノクの上面に接

若される指板と、ホティの表板外面の中央部分に設けられたフリノシと、表板内面に

設けられた表板補強用の複数のフレースハーと、ネノクの先端に設けられたへノトと

、フリノシ及ひへノトの間に張段された複数本の弦 (例えは、キタ一の場合は、一般

に6本 ) とを主に具備している。

０００3 ここて、ホティの表板内面に取付けられる複数本のフレースハーは、前述したよぅに

、表板の強度を補強するための役割を有するとともに、係るフレースハーのレイアウト

、長さ、材質、形状等により、音の強度、音色、又は共㎎等の弦楽器の音特性に大き

な影響を及はすことか知られている。そのため、弦楽器の製作者は、係るフレースハ

ーの取付及ひレイアウト等に細心の圧首を払っている。

０００4 一般に、フレースハーは、木材等を加工した棒状の都材から構成されるものてあり

、平板状の表板の表板内面に笘若して固定可能なよぅに、少なくとも一面に平らな面

か設けられている。そして、表板とは、一般に弦楽器製作に使用される接着剤を利用

し、上述の平らな面に接着剤を全布することによって明り合わされている。ここて、複

数本のフレースハーのレイアウトは、表板中央に質段されたザウントホールの下方位

置からホティの下端に向かって扇状に配段されるものか一般的に知られている。さら

に、表板の高音振動領城及ひ低音振動領城てそれそれフレースハーの長さや形状



、材質等を変ィヒさせる試みも行われている。

０００5 また、複数本のフレースハーを上記のょぅに卓純に扇状にレイアウトするものに限ら

れるものてはなく、長短のフレースハーを縦横に配置し、音特性を向上させるものか

知られている (例えは、特汗文献 参昭)。また、フレースハーのそれそれの両端部を

先端から中央付近に向かって傾斜するょぅに加工するものもあり、表板の配置位置に

合わせて傾斜角度を変化させるょぅな燗整も図られている。

０００6 特汗文献1 特汗第3847746号公報

発明の開示

発明が解決しようとする裸題

０００7 しかしなから、上述したょぅなキタ一等の弦楽器は、フレースハー全体か表板内面

に沿って笘若するょぅに貼合わせたものてあり、表板全体を平均的に振動させるもの

てあった。すなわち、表板の特定の領城 (スポ外 )を集中して振動させるょぅな構成

のものは従来は存在していなかった。

０００8 ここて、音は従来から周知のょぅに、一点の発生源から発生した音は、波動としてそ

の周囲に伝搬するものてあり、特定の領城を強く振動させることかてきる。

０００9 そこて、本発明は、上記実 清に鑑み、表板の特定の領城 (スポ外 )を振動させるこ

とにょり、表板全体を共㎎させ、弦楽器の音特性の向上を図ることの可能な弦楽器を

提供することを探題とするものてある。

裸題を解決するための手段

００1０ 上記探題を解決するため、本発明の弦楽器は、「表板、側板、及ひ裏板を有し、前

記表板及ひ裏板の少なくともいすれか一方に振動燗整手段を備え、内部か中空状

に形成されたホティを具備する弦楽器てあって、前記ホティの前記振動燗整手段は

、前記表板の表板内面及ひ前記裏板の裏板内面の少なくともいすれか一方を凹状

に形成した凹部を有する凹部振動燗整部と、前記凹部及ひ前記凹部の外周形状に

略一致し、凹部側壁から所定の間隔を保持して前記凹部に緩挿して明若される背板

状の振動コーン部を有するコーン振動燗整部と、前記表板の前記表板内面及ひ前

記裏板の前記裏板内面の少なくともいすれか一方を偕状に穿段した偕部、及ひ前記

偕部にょって囲まれた凸部を有する偕部振動燗整部との少なくともいすれか一つ」を



具備するものから主に構成されている。

００11 ここて、弦楽器とは、例えは、弦の振動を利用して音を発生する楽器てあり、その一

例を挙けると、ハイオリン、ヒオラ、チエロ、コントラハス等の弦を弓等て擦って振動さ

せる擦弦楽器、ピアノ等の弦を叩いて振動させる打弦楽器、及ひキタ一、マントリン、

リュート等の指等て弦を坤いて振動させる機弦楽器なとか知られている。これらは、

いすれも弦の振動を共㎎させることによって大きな音を発生させるものてある。なお、

本発明は、内部に中空状のホティを備える弦楽器を想定するため、主に擦弦楽器ま

たは機弦楽器かその対象として挙けられる。

００12 また、コーン振動燗整部の振動コーン部とは、木材等を例えは、背板状に加工した

ものてあって、スピーカーに用いられるスピーカーコーンのよぅに振動によって音の伝

搬を可能とする振動板として作用するものてある。このとき、背板状の振動板は表板

内面に接着剤等によって明若されるため、振動板の振動か表板に伝達され、表板全

体か振動することとなる。さらに、音の振動は、前述したよぅに、波動として伝わるため

、咳振動板を中心として表板には、略同心円状に音か拡かることとなる。ここて、振動

板の形状は、特に限定されないか、音の拡かりに合わせ、或いは音の伝搬を阻苦し

ないよぅにするために、例えは、円形状、楕円形状、或いは伴なし形状等の主に曲線

から形成された外周形状を有するものか好適と考えられる。さらに、コーン振動部の

素材は、前述した木材に限定されるものてはなく、企属、カラス、紙等の木材以外の

素材を用いるものてあってもよい。また、木材を用いた場合ても、目的とする音特性を

得るために、使用する木材の材質や硬度等を適宜変化させるものてあってもよい。ま

た、振動コーン部の形状は、特に限定されないか、例えは、平板状、円錐状、半円球

状、及ひ波形状の少なくともいすれか一つの形状て構成されるものてあってもよい。

００13 一方、凹部とは、表板を凹状に切削したものてある。ここて、上述のコーン振動部を

卓に表板内面に明若することも想定されるか、音の伝搬をより確実に行ぅために振動

板の外形状と略一致するよぅな凹部側壁の内周形状を有するよぅに凹部か形成され

る。さらに、係る凹部は、緩挿されるコーン振動部の形状に略一致するよぅに加工さ

れているため、振動板か緩挿された状態ては、凹部側壁と振動板の外周壁との間に

所定の間隔か保持されている。ここて、凹部は表板内面等を凹状に切削加工したり



するもの等が例示される。ここで、凹部振動調整部は、上述のコーン振動調整部から

薄板状の振動コーン部の構成を除去したものであり、これによっても上述と同様の作

用効果を奏する場合もある。

００14 また、満部振動調整部とは、表板の表板内面及び裏板の裏板内面の少なくともい

ずれか一方を、満状に穿設した満部と満部によって囲まれた所定形状 (例えば、楕

円形状 ) の凸部を有している。ここで、凸部の上面は、表板内面または裏板内面に一

致している。すなわち、側方から見ると、満部の最深部の位置から上方 (ボディの内

部の空間方向) に突出するよぅに構成されている。なお、凸部の上面に、コーン振動

調整部の薄板状の振動コーン部を貼若するものであっても構わない。これらのコーン

振動調整部及び満部振動調整部が表板及び または裏板の振動を調整することと

なる。

００15 したがって、本発明の弦楽器によれば、表板の表板内面或いは裏板の裏板内面を

形成し、凹部を形成し、係る凹部にコーン振動部を緩挿するよぅに嵌込んで貼若する

こと、若しくは表板内面及び裏板内面に満部及び凸部を形成することにより、弦楽器

の共鳴を長く持続することができ、発生する音を大きくする等の音の特性を変化させ

ることが可能となる。ここで、コーン振動部に使用される材質の一例としては、表板と

は典なる松、杉、ラワン等の木材を使用することが可能である。なお、表板及び裏板

のいずれに係る凹部を設けたものであっても、上記の音特性を向上させる作用を奏

することが期待される。

００16 ここで、ギター等の弦の一般的な配置から、表板内面を内部正面から視た場合、向

かって左方側が短い波長からなる高音を発生させる高音振動領城とされ、向かって

右方側が長い波長からなる低音を発生させる低音振動領城とされることが知られてい

る。そこで、高音振動領城には、高い周波数で共鳴するよぅな振動面積が 、さく、か

つ または硬質からなる材料を選択し、振動コーン部を形成し、一方、低音振動領

城には、低い周波数で共鳴するよぅな振動面積が比較的大きく、かつ または軟質

からなる材料を選択し、振動コーン部として形成することにより、振動コーン部のみで

音特性の調整を図る場合、ブレースバーを利用する場合のいずれであっても良好な

音特性の調整が可能となる。なお、係るザイズ及び素材等の選択は、第二振動コ一



ン部に対しても同様に行ぅものてあっても構わない。

００17 また、本発明の弦楽器は、上記構成に加え、「前記コーン振動調整部は、一対の前

記凹部か前記表板の表板外面に取段されたフリソシを間に挟むよぅにして前記表板

内面に設けられ、前記凹部に緩挿して貼若された前記振動コーン部と連結される一

対のコーン連結脚及ひ互いの前記コーン連結脚同上を横架し、前記表板内面に沿

って連結する横架連結部を有し、前記表板内面と少なくとも二箇所て接続されるフレ

ースハーと」を具備するものてあっても構わない。

００18 ここて、フレースハーとは、上述した振動コーン部と接続される一対のコーン連結脚

及ひコーン連結脚を横架して連結する横架連結部を有するものてある。すなわち、

従来のよぅな、フレースハーと典なり、表板内面と面接触をするのてはなく、コーン連

結脚を介して点 (或いはスポソト)て連結されるものてある。ここて、フレースハーには

、上述した振動コーン部と同様に表板とは典なる松、杉、ラワン等の木材を使用する

ことか可能な他、アルミニウム及ひ銅等の金属類、C P (炭素繊維強化プラスチソ

ク)等の複合材科、或いは、その他カラスや紙等の材質のものを使用することもてきる

。また、コーン連結脚と振動コーン部の間の連結は、例えは、通常の接着剤を使用

００19 したかって、本発明の弦楽器によれは、振動コーン部による音特性の向上に加え、

フレースハーによる効果によって、弦楽器の音特性をさらに向上させることかてきる。

さらに、フレースハーによって、表板を少なくとも二点て支持することかてき、従来の

フレースハーと同様に、表板の強度を支持し、補強する機能を併せて有することにな

る。

００2０ また、本発明の弦楽器は、上記構成に加え、「前記表板の表板外面に取段された

フリソシの上方位置または下方位置の少なくともいすれか一方の前記表板内面に設

けられ、前記表板を貫通するよぅに穿段された貫通孔部と、前記貫通孔部に緩挿、ま

たは前記貫通孔部を略閉塞するよぅに被せられる第二振動コーン部と、前記凹部に

緩挿して貼若された前記振動コーン部と連結されるコーン連結脚、及ひ前記第二振

動コーン部と連結される第二コーン連結脚、及ひ前記コーン連結脚及ひ前記第二コ

ーン連結脚を横架し、前記表板内面に沿って連結し、前記第二振動コーン部を前記



貫通孔部に緩挿した状態で支持する前記表板内面と少なくとも二カ所で接続される

ブレースバーと」を具備するものであっても構わない。

００2 1 ここで、四部、振動板、及びブレースバーに係る構成は、既に説明したものと略同

一であるため、ここでは説明を省略する。さらに、貫通孔部は、表板の天板内面及び

表板外面を貫通するよぅ こ設けられるものである。なお、一般的なギターの場合、表

板の略中央付近には、内部で共鳴した音を放射するためにザウンドホールと呼ばれ

る円形状の孔が設けられている。そして、該貫通化部は、ブリッジの上方または下方

に、例えば、当該ザウンドホールよりも小径に設けられ、謂わば「補助のザウンドホー

ル」としての機能を有している。このとき、貫通孔部には、第二振動コーン部が緩挿し

、貫通孔部の貫通孔壁に触れないよぅに所定の間隔を保持するよぅにコーン連結脚

に支持されている。すなわち、貫通孔部の孔を塞ぐとともに、貫通孔部に緩挿された

状態で弦の振動に応じて自由に振動することが可能となっている。その結果、発生

する音の特性の調整を図ることができる。

００22 したがって、本発明の弦楽器によれば、補助のザウンドホールとなる貫通孔部が複

数設けられ、それぞれに第二振動コーン部が緩挿して支持されるため、ブレースバ

ーを通し、直接第二振動板を振動させることで、音が外部に発せられる。これにより、

従来のブレースバーでは発生させることのできなかった複雑な音を生じさせることが

可能となる。なお、表板の貫通孔部は、必ずしも全体が穿孔されている必要はなく、

音を振動板から放射しやすくするため、スリット状及び格子状のよぅに、一部に孔部が

設けられているものであれば構わない。

００23 さらに、本発明の弦楽器は、上記構成に加え、「前記ブレースバーは、前記横架連

結部から垂下するよぅに設けられ、前記表板外面に取設された前記ブリッジの取付位

置に相対する前記表板内面に接続されたブリッジ連結脚」を具備するものであっても

構わない。

００24 したがって、本発明の弦楽器によれば、一対のコーン連結脚及びブリッジ連結脚に

よって少なくとも三点でブレースバーが表板内面に支持されることになり、或いはコー

ン連結脚及びブリッジ連結脚の少なくとも二点でブレースバーが表板内面に支持さ

れることになる。これにより、ブレースバーが表板に安定して取付けられることになる。



さらに、ブリッジ連結脚がブリッジの取付位置に相対するよぅに設けられることから弦

の振動がブリッジを介して表板に伝搬し、当該表板の振動がブリッジ連結脚を通じて

ブレースバーに伝わることとなる。これにより、弦楽器の音特性をさらに良好なものに

変ィヒさせることが可能となる。

００25 ここで、ブレースバーの形状は、特に限定されないが、横架連結部を交差させ、X

字形状または 字形状、若しくはこれらを組合わせて形成されることができる。係る形

状によれば、一対 (二本 ) の横連結部がX字形状または 字形状、若しくはこれらを組

合わせて形成され、互いに少なくとも一点で交差するよぅにしてブレースバーが形成

されている。これにより、表板の支持が少なくとも三点で行われることとなり、上記の作

用に加え、弦楽器によって発生する音の音特性の調整をさらに詳細に行ぅことが可

能となる。ここで、ブレースバーの形状の一例を説明すると、例えば、ブリッジ付近で

交差するよぅにしたX字形状、或いはブリッジ付近で屈曲した 字形状、さらには、三

本の横架連結部を組合わせ、中心付近で交差するよぅにした ポ 形状等にすること

が可能である。

００26 一方、本発明の弦楽器は、「前記ブリッジと相対する前記表板内面の位置に設けら

れたバ一某礎部、及び前記バ一某礎部から前記ブリッジの長手方向に対して直交

する方向に延設された長棒状の振動部を有し、 字形状若しくは 字形状に形成さ

れたブレースバーと、前記振動部の先端から垂設され、柱先端部が前記裏板の裏板

内面に設けられた前記コーン振動調整部の前記振動コーン部及び前記満部振動調

整部の前記凸部のいずれか一方の前記振動調整手段と当接する魂柱と」を具備す

るものから構成されている。

００27 したがって、本発明の弦楽器によれば、表板内面に取設された 字形状若しくは

字形状のブレースバーと、ブレースバーの振動部と裏板内面との間を接続する魂柱

を有して構成されている。この状態で、弦楽器の弦を弾くとブリッジを介して表板が振

動し、さらにボデイ内部の空気が振動する。さらに、表板内面に取付けられたブレー

スバー及び魂柱が表板及び裏板の間を架渡すよぅに設けられ、魂柱の柱先端部が

裏板の裏板内面と当接している。そのため、弦の振動を係るブレースバー及び魂柱

によっても伝えることが可能となる。特に、魂柱は、ブリッジに対して直交するよぅに配



された長棒状の振動部を有するブレースバーに取付けられているため、ブリッジを介

してブリッジの下位置にある裏板にそれぞれ伝達することが可能となる。その結果、

弦楽器による音の特性の向上を図ることができるよぅになる。なお、魂柱及びブレース

バー等は、前述した場合と同様、木材、金属、ブラスチック樹脂等の各種素材を使用

するものであっても構わない。さらに、魂柱の柱先端部と裏板内面とは、接着剤等の

固定手段によって強固に固定されている必要はなく、ブレースバーと裏板との間に挟

み込まれているものであってもよい。また、ブレースバーの形状は、ブリッジに相対す

る表板内面の位置を中心に弦楽器の長手方向に沿って両方向に振動部を延設した

字形状のものであっても、或いはブリッジに相対する表板内面の位置から一方向に

振動部を延設した 字形状のものであっても構わない。さらに、 字形状であっても、

バ一某礎部の取付位置から振動部の互いの先端位置までの長さが典なるものであ

っても構わない。これらの設定の変更により、弦楽器の音特性を調整することが可能

となる。

００28 一方、本発明の弦楽器は、「表板、側板、及び裏板を有し、前記表板及び裏板の

少なくともいずれか一方に振動調整手段を備え、内部が中空形状に形成されたボデ

ィを有する弦楽器であって、前記ボディの前記振動調整手段は、前記表板の表板外

面に取設されたブリッジと相対する表板内面に前記ブリッジの長手方向に沿って配さ

れ、互いに対向する一対の前記側板の側板内面の間を架渡され、前記ボディの内

部の中空空間を少なくとも二つ以上に区画する内部振動板」を具備するものから構

成されている。

００29 したがって、本発明の弦楽器によれば、内部振動板によってボディの内部の中空

空間が少なくとも二つ以上に区画されている。これにより、表板及び裏板の振動、及

び中空空間で共鳴する音を調整し、音の特性を向上させることが可能となる。このと

き、表板内面に対し、内部振動板の板面を直交又は所定角度に傾斜させて取設す

ることができ、これらの調整によっても上記音の特性の精細な向上が図られる。また、

内部振動板は、一枚板から構成され、互いの側板の間を連結することにより、中空空

間を二つ以上に完全に閉塞するものであっても、一部に空孔のよぅなものを設け (例

えば、側板との接続箇所の近傍 ) 、区画されたそれぞれの空間を速通するものであっ



ても構わない。なお、内部振動板のボディへの固定は、側板の側板内面にそれぞれ

設けられ、内部振動板の板幅と略一致する間隔だけ離間させた一対の挿止爪を利

用し、係る挿止爪の間に内部振動板を挿入して固定することができる。さらに、内部

振動板の一辺 ( 辺及び上辺 ) と表板内面及び裏板内面とは接する必要はなく、所

定の間隔の隙間を設けたものであってもよい。ここで、本願発明の内部振動板による

作用効果は、上述した弦楽器の振動コーン部の構成と略同一の作用効果を奏するも

のである。すなわち、振動コーン部の場合、表板内面等に沿って接触し、表板の振

動を伝達することが可能であるものに対し、一方、内部振動板は、表板内面に直交

するよぅに設けられているものの、表板の振動によって該内部振動板も同様に振動す

るものである。そして、係る構成によって、共に弦楽器によって発せられる音の増大作

用等を具備するものである。そのため、両者は発明の単一性の要件を十分に具備す

るものと認められる。

００3０ さらに、本発明の弦楽器は、上記構成に加え、「前記中空空間は、前記ブリッジの

上方に位置し、前記表板に質設されたザウンドホールを介して外部と速通する第一

共鳴空間と、前記ブリッジの下方に位置し、前記第一共鳴空間と前記内部振動板に

よって区画された第二共鳴空間とを有して構成され、前記表板は、前記第二共鳴空

間と速通する第二ザウンドホールが質設されている」ものであっても構わない。

００3 1 したがって、本発明の弦楽器によれば、区画された中空空間の一部に第二共鳴空

間と速通する第二ザウンドホールが設けられている。ここで、ギター等の弦楽器は、ザ

ウンドホールは一般的に表板の略中央付近であって、ブリッジの上方に一箇所設け

られている。しかしながら、例えば、ブリッジを境にして上下に二つに区画した場合、

一方の空間は上記ザウンドホールと速通しているため、当該部位から内部の中空空

間で共鳴した音が外部に拡散、放射されることになる。これに対し、他方の空間 (ザウ

ンドホールのない空間)では、音の拡散、放射が十分に行われず、音が籠もったり、

鈍くなったりするなど、反って音の特性の向上を阻告することがある。そこで、区画し

たそれぞれの空間 (第一共鳴空間及び第二共鳴空間) が、ザウンドホールと速通す

るよぅに、第二ザウンドホールを設けることにより、上記問題の解決を図ることができる



００32 さらに、本発明の弦楽器は、上記構成に加え、「前記内部振動板の近傍の前記表

板内面に取設された支持部と、前記支持部から垂設され、バ一先端部が前記内部

振動板の振動板面の一部と接続してなる振動バ一と」を具備するものであっても構わ

ない。

００33 したがって、本発明の弦楽器によれば、内部振動板と表板内面に設けられた支持

部及び振動バ一とが接続している。これにより、内部振動板の振動と、表板から振動

バ一を通じて伝えられた振動が共鳴し、音の特性の向上が図られる。

発明の効果

００34 本発明の効果として、弦楽器は、表板または裏板のそれぞれの内面に凹状に切削

加工した凹部を設け、当該凹部に薄板状の振動コーン部を所定形状にカットして貼

若することにより、弦楽器の音特性を改質することができ、音呈が大で、共鳴の持続

する良好な音特性の弦楽器とすることができる。さらに、中空空間に魂柱及び 字形

状等のブレースバー、内部振動板、内部振動板と接する振動バ一等の各種構成を

配し、中空空間内での音の振動を変化させ、音特性の向上を図ることができる。

図面の簡単な説明

００35 図 第一実施形態のギターの概略構成を示す説明図である。

図2 ギターの表板の構成及びブレースバーのレイアウトを示す説明図である。

図3 ブレースバー及び振動コーン部の構成を示す説明図である。

図4 ブレースバーの取付けられた表板の構成を示す 概略断面図である。

図5 第二実施形態のギターの表板の構成及びブレースバーのレイアウトを示す説

明図である。

図6 ブレースバーの取付けられた表板の構成を示す 概略断面図である。

図7 第三実施形態のギターの表板の構成を示す断面図である。

図8 第四実施形態のギターのブレースバー及び魂柱の構成を示す(a) 内部構造を

示す説明図、(b) c 断面図、(c) ブレースバーの構成を示す斜視図である。

図9 第五実施形態のギターの構成を示す(a E面から見た内部構造を示す説明図

(b) 内部振動板及び振動バ一の当接状態を示す斜視図である。

発明を実施するための最良の形熊



００36 以下、本発明の第一実施形態であるギター について、図 乃至図4に某づいて説

明する。ここで、図 は第一実施形態のギター の概略構成を示す説明図であり、図

2はギター の表板2の構成及びブレースバー3のレイアウトを示す説明図であり、図

3はブレースバー3及び振動コーン部 (以下、「コーン部4」と称す) の構成を示す説

明図であり、図4はブレースバー3の取付けられた表板2の構成を示す 概略断

面図である。ここで、ギター が本発明の弦楽器に相当する。なお、本実施形態にお

いて図示するギター は、一般的なアコースティッグギターを例にして説明するものと

する。

００37 本実施形態のギター は、図 乃至図4に示すよぅに、表板2、側板 6、及び裏板 (図

示しない) によって内部が中空形状に形成されたボディ8と、ボディ8から上方に突出

するよぅに設けられたネック9と、ネック9の上面に接若される指板 ０と、ボディ8の表

板外面5の中央付近に設けられたブリッジ と、ネック9の先端に設けられたへツド

2と、ブリッジ 及びへツド 2の間に張設された弦 3とを具備して主に構成されてい
る。ここで、ボディ8等のギター の主要構成部材は、一般のアコースティッグギター

と同様に木材を加工することによって形成されており、弦 3等の一部構成について

は金属等が用いられている。

００38 さらに、ギター の表板2は、ボディ8の内側から観察すると、図2に示すよぅに、表板

2の中央付近に円形状のザウンドホール 4が質設され、さらにザウンドホール 4の

下方に複数の略 字形状のブレースバー3が取付けられている。ここで、ブレースバ

ー3の取付けについてさらに詳述すると、ブレースバー3は、木材を加工することによ

って、横方向から見ると略 字形状を呈するよぅに形成され (図4参照 ) 、表板2の表板

内面 5に沿って平行になるよぅに配設される長手形状の横架連結部 6と、横架連

結部 6のそれぞれの両端から長手方向に直交するよぅに曲折された一対のコーン

連結脚 7a 7bと、横架連結部 6の中央付近からコーン連結脚 7a等の突出方向

に沿って設けられたブリッジ連結脚 8とを具備するものである。なお、本実施形態の

ギター においては、計4木のブレースバー3が表板内面 5に取付けられており、表

板内面 5の高音振動領域 には、長手形状が比較的短いブレースバー3が用い

られ、低音振動領城 には、高音振動領城 よりも長いブレースバー3が用いられ



ている。

００39 そして、ブレースバー3のコーン連結脚 7a 7bには、それぞれ木材を薄板状に

加工した断面略楕円形状のコーン部4が接着剤を介して接若されている。ここで、各

コーン部4の大きさは、前述の高音振動領城 に取付けられるブレースバー3用に

は、比較的振動面積が 、さなものが利用され、一方、低音振動領城 に取付けら

れるブレースバー3用には、比較的振動面積が大きなものが用いられている。

００4０ 一方、コーン部4の取付けられたブレースバー3の取設される表板2ほ、表板内面

5が、前述のコーン部4の外周形状に略一致するよぅに形成され、表板外面5に取付

けられたブリッジ を間に挟むよぅにして互いに対向するよぅに一対の凹部2 a 2

bが計4組設けられている。ここで、凹部2 a等の形状は、コーン部4の外周形状より

も僅かに大きくなるよぅに形成されている。そのため、コーン部4の一方の振動面22を

凹部2 a等の底面23に当接するよぅに緩挿し貼若すると、コーン部4の外周面24及

び凹部2 a等の凹部側壁25の間に所定の間隔の隙間が形成された状態となる。な

お、上記説明において、ブレースバー3とコーン部4を予め接着し、その後、表板内

面 5の凹部2 a等に接着するものを示したがこれに限定されるものではなく、凹部2

a等及びコーン部4を先に接着し、その後ブレースバー3のコーン連結脚 7a等とコ

ーン部4を接着するものであってももちろん構わない。ここで、コーン部4及び凹部2

a等が本発明のコーン振動調整部 (振動調整手段 ) に相当する。

００4 1 すなわち、図4に示すよぅに、表板2はブレースバー3によって三点で支持されるとと

もに、ブレースバー3の両端のコーン連結脚 7a 7bと連結されたコーン部4は、そ

れぞれ凹部2 a 2 bに所定の隙間を保った状態で貼若されることになる。なお、ブ

レースバー3の横架連結部 6の中央付近から延設されたブリッジ連結脚 8は、表板

2の表板内面 5に接着剤を介して直に接若されている。ここで、ブリッジ連結脚 8の

表板内面 5の接着位置は、相対する表板2の表板外面5にはブリッジ が取付けら

れおり、弦 3を弾いたことにより振動がブリッジ から表板2に最もダイレクトに伝達

される部位である。

００42 上記構成を採用することにより、第一実施形態のギター ほ、弦 3を弾いた振動が

，一スバー3の全体に伝



搬し、さらにブレースバー3のコーン連結脚 7a 7bを介してコーン部4及び凹部2

a 2 b、さらには表板2に伝搬することとなる。これにより、ボディ8の内部に弦 3を

弾いたことによりブレースバー3によって伝搬した表板2のコーン部4が振動すること

により、音が発生する。なお、コーン部4及び凹部2 a等からなるコーン振動調整部 (

振動調整手段 ) の代替として、例えば、表板内面 5に所定幅の満部を設け、当該満

部の一端同上を連結することにより、満部で周囲を囲った凸部を具備する満部振動

調整部を振動調整手段として利用するものであっても構わない。これにより、音呈の

増大等の上記コーン振動調整部と同等の作用効果を奏することが可能となる。さらに

、凸部の上面に上述のコーン部4と同様の薄板状の部材を貼若しても構わない。

００43 次に、本発明の第二実施形態のギター3 について、図5及び図6に某づいて説明

する。ここで、図5は第二実施形態のギター3 の表板 32の構成及びブレースバー3

3のレイアウトを示す説明図であり、図6はブレースバー3 3の取付けられた表板3 2の

構成を示す 概略断面図である。なお、第二実施形態のギター3 の外観構成は

、第一実施形態のギター と略同一であるため (図 参照 ) 、ここではその詳細につい
ては省略する。ここで、第二実施形態のギター3 は、第一実施形態のギター と比し

て、表板 32に設けられた補助のザウンドホールとして機能する貫通孔部34、該貫通

孔部34 に緩挿し、支持される第二コーン部3 5 (第二振動コーン部に相当) 、及びX

字形状を呈するブレースバー33を具備する点で相違している。以下、この相違点に

ついて特に詳述する。

００44 第二実施形態のギター3 は、図5及び図6に示すように、ギター3 の表板 32の中

央付近に設けられた円形状のザウンドホール 4の下方であって、表板外面3 7に取

設されたブリッジ のさらに下方に相当する位置に、該ザウンドホール 4よりも刀体

な二つの貫通孔部34が表板内面36及び表板外面3 7を貫通するように設けられて

いる。なお、ブリッジ の上方位置の表板内面36には、第一実施形態のギター の

表板2と同様に切削加工によって形成された二つの凹部38が設けられている。すな

わち、一つの凹部38に対して一つの貫通孔部34がぺアとなるように設けられている

。なお、第二実施形態のギター3 では、ブリッジ を挟んで互いに対角線上に位置

する凹部38及び貫通孔部34を一細のぺアとしている。



００45 ここて、それそれの凹部38は、第一実施形態のキター において示したように凹部

38と略同一形状に形成され、緩挿されることにより、凹部38との凹部側壁39との間

に所定の間隔の隙間か形成されるコーン部4か貼若可能となっている。

００46 さらに、フレースハー33は、図5等に示すように、二本の横架連結部4０を互いに交

差するようにしてX字形状を呈するように構成され、それそれの横架連結部4０の両端

から横架連結部4０の長手方向に直交するように曲折した一対のコーン連結脚4 a

4 bか設けられている。さらに、横架連結部4０の交差した箇所て、コーン連結脚4 a

等に沿って表板内面36に向かって突出したフリノシ連結脚4 2か形成されている。こ

こて、一方のコーン連結脚4 a、換言すると、ザウントホール 4とフリノシ の間に

設けられた凹部38に連結されるコーン連結脚4 は、第一実施形態のキター と同様

に先端にコーン部44か取付けられ、核コーン部44か凹部38に貼若されている。また

、他方の振動連結脚4 には、第二振動板 3 5か取付けられ、核第二振動板 3 5は表

板 32に質段した貫通孔部34に緩挿して支持されている。このとき、図6に示すように

、第二振動板 3 5の外周面4 2と貫通孔部34の貫通孔壁部4 3との間には所定の隙間

か形成されている。すなわち、第二振動板 3 5は、貫通孔部34に挿入された状態て

周囲に接することなくコーン連結脚4 のみによって支持された状態にある。

００47 ここて、図5及ひ図6において、貫通孔部34に挿入される第二振動板 3 5の形状を

背板状を呈するものを図示しているか、これに限定されるものてはなく、例えは、半円

球状等の形状にすることにより、表板 32の響きや残響を適宜調整することか可能とな

る。

００48 上記構成を採用することにより、第二実施形態のキター3 は、表板 32に複数のザ

ウントホールとして機能する貫通孔部34を有し、さらに表板内面36に取段されたフ

レースハー33によって音特性をより向上させることかてきる。

００49 次に、本発明の第三実施形態のキター5 について、図7に某ついて説明する。ここ

て、図7は第三実施形態のキター5 の表板 5 2の構成を示す断面図てある。第三実

施形態のキター5 は、図7に示すように、表板 52の表板内面53に切削加工して形

成された凹部 54 と、核凹部 54 に緩挿して貼若されるコーン部 5 5を具備するものてあ

る。すなわち、既に述へた第一実施形態のキター において、フレースハー3の構成



を省略したものである。

００5０ 上記構成であっても、表板 52の振動の調整をすることが可能となる。ここで、凹部 5

4を形成しないで、コーン部 5 5を表板 52に直接取設した場合、コーン部 5 5によって

表板 52の振動を抑制する結果となり、音が 、さくなるなどの不具合が発生する可能

性がある。そのため、コーン部 5 5をできる限り薄くし、表板 5 2の振動を阻苦しないよぅ

にするとともに、かつ凹部 54を深く形成することにより、音特性の向上を図ることが可

能となる。また、凹部 54及びコーン部 5 5の構成を裏板 (図示しない) に設けた場合で

あっても、同様の音特性の向上を図ることが期待される。

００5 1 次に、本発明の第四実施形態のギターについて、図8に某づいて説明する。ここで

、図8は第四実施形態のギター6 のブレースバー6 2及び魂柱6 3の構成を示す(a)

内部構造を示す説明図、(b) C 断面図、(c) ブレースバー6 2の構成を示す斜視

図である。なお、ギター6 の某本的な構成は、前述した第一実施形態等のギター

等と略同一のものであり、説明を簡略化するため、ここでは相違する構成のみについ

て説明を行ぅものとする。

００5 2 第四実施形態のギター6 は、図8に示すよぅに、表板 64の表板外面6 5に設けられ

たブリッジ6 6と相対する位置の表板内面6 7に設けられたバ一某礎部6 8、及びバ一

某礎部6 8の上面6 9と接続し、ブリッジ6 6の長手方向に対して直交する方向に延設

された略棒状の振動部7０(図 (a) (c) 参照 )を有し、側方から観察すると 字形状

に形成されたブレースバー6 2 (図8 (b)，(。)参照 ) と、振動部7０のそれぞれの先端7

a 7 bから垂設され、柱先端部72が裏板 73の裏板内面74 に取設されたコーン振

動調整部 (図示しない) の一部と接続した魂柱6 3とを有して構成されている。ここで、

コーン振動調整部は、先に示した第一実施形態のギター と同一の作用効果を奏す

るものであるため、ここでは説明を簡略化するために、当該説明及び図8における図

示を省略している。そのため、図8では、裏板内面74 に柱先端部7 2が直に接してい

る。なお、コーン振動調整部は、第一実施形態のギター と同様に、満部振動調整部

にするものであっても構わない。

００5 3 すなわち、ギター6 の表板 64及び裏板 73の間には、ブレースバー6 2及び魂柱6

3が介設されるよぅになっている。このとき、魂柱6 3の柱先端部72は、裏板内面74 に



取設されたコーン振動部の一部と接しておれば、接着剤等の固定手段によって固定

００54 上記構成により、表板 64及び裏板 73の振動の調整をすることが可能となる。すな

わち、係る構成の際に弦を弾くと、ブリッジ6 6を介して表板 64 に振動が伝達し、さら

にボディ内部の中空空間7 5の空気が振動する。また、ブレースバー6 2及び魂柱6 3

を介して裏板 73にも伝達される。このとき、本発明のギター6 は、表板 64及び裏板 7

3を連結するブレースバー6 2及び魂柱6 3を有しているため、ブレースバー6 2及び魂

柱6 3を通じても裏板 74 に伝達されることとなる。特に、ブレースバー6 2の振動部7０

がブリッジ6 6に直交し、互いの先端7 a 7 bからそれぞれで裏板内面74と接する

一対の魂柱6 3が設けられていることにより、弦の振動がブリッジ6 6を挟んで、ギター

6 の上下にそれぞれ伝達されることとなり、音呈の増大が期待される。

００5 5 次に、本発明の第五実施形態のギターについて、図9に某づいて説明する。ここで

、図9は第五実施形態のギター8 の構成を示す(a E面から見た内部構造を示す説

明図、(b) 内部振動板 8 2及び振動バー8 3の当接状態を斜視図である。なお、ギタ

ー8 の某本的な構成は、前述した第一実施形態等のギター 等と略同一のものであ

り、説明を簡略化するため、ここでは相違する構成のみについて説明を行ぅものとす

る。

００56 第五実施形態のギター8 は、図9に示すよぅに、表板 84の表板外面8 5に取設され

たブリッジ8 6の長手方向に沿って配され、互いに対向する側板 87a 8 7bの側板内

面8 8の間に架渡すよぅに表板 84の表板内面84a に対して直交して取設され、ボディ

8 9の内部の中空空間9０を上下に二つに区画する内部振動板 8 2と、表板 84の略中

央付近に設けられたザウンドホール9 の下方に穿設され、第二共鳴空間92 (詳細は

後述する) と速通する第二ザウンドホール94と、表板内面84a に取付板 93a を介して

取付けられた台形状の支持部93と、支持部93の頂部から垂設され、バ一先端部9 5

が内部振動板 8 2に取設された円板状の接続部96と接続してなる略棒状の振動バ

ー8 3とを具備して主に構成されている。なお、内部振動板 8 2は、側板内面8 8に設

けられた一対の挿止爪99の間に挿入することによってギター8 に取設されている。

このとき、内部振動板 8 2の一辺 ( 辺 ) は、表板内面84a と接しておらず、所定の間



隔の隙間Wが形成されている。

００5 7 ここで、内部振動板 8 2によって区画された中空空間9０は、該内部振動板 8 2を境

界にギター8 の上部に相当し、ザウンドホール9 と速通する第一共鳴空間98と、ギ

ター8 の下部に相当し、表板 84 に穿設された第二ザウンドホール93と速通した第

二共鳴空間92とによって構成されている。また、内部振動板 8 2の側板内面8 8との

接続箇所近傍には、空孔 (図示しない) が設けられ、第一共鳴空間98及び第二共鳴

空間92と速通している。

００58 さらに、支持部93に垂設された振動バー8 3と内部振動板 8 2の接続部96と一部と

が接することにより、内部振動板 8 2の振動を適度に規制することができる。これにより

、さらに音呈の増大が期待される。なお、振動バー8 3のバ一先端部9 5と内部振動板

8 2の円板状の接続部96の間には、振動を確実に伝達するために硬質の木材等か
らなる接続伝達部9 7が設けられている。

００59 上記構成により、内部振動板 8 2により、中空空間9０を二つの空間92 98に区画

することができ、これによりボデイ内部の音の共鳴を良好なものとすることができる。さ

らに、内部振動板 8 2 自体も振動することにより、音呈の増大がさらに発揮される。な

お、前述したよぅに、内部振動板 8 2は側板内面8 8及び一対の挿止爪99によって中

空空間9０に固定されており、表板 84の表板内面8 6とは接していない。そのため、表

板 84の振動を阻告することがない。その結果、音特性の向上したものとすることがで

きる。

００6０ 以上、本発明について好適な実施形態を数例挙げて説明したが、本発明はこれら

の実施形態に限定されるものではなく、以下に示すよぅに、本発明の要旨を逸脱しな

い範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

００6 1 すなわち、第一乃至第三実施形態において、円板状のコーン部4等を使用するも

のを示したが、これに限定されるものではなく、例えば、円錐形状、半円球状、及び

波形状の種々の形状のコーン部4を用いることが可能である。これにより、調整される

音の特性を微妙に変化させることが可能となり、ギター 等の弦楽器によって発せら

れる音の共鳴等を豊かなものとすることができる。

００62 さらに、第四実施形態において、 字形状のブレースバーを用いたものを示したが



、これに限定されるものではなく、 字形状のブレースバーを構成し、一本の魂柱6 3

が裏板内面74と当接するものであっても構わない。これにより、裏板内面74に伝達さ

れる振動を調整することができる。

また、第五実施形態において、内部振動板 8 よって、中空空間9０を二つの空

間92 98に区画するものを示したが、これに限定されるものではなく、二つ以上の複

数の空間に区画するものであっても構わない。係る空間の位置、大きさ等は内部を

共鳴する音の振動に大きな影響を及ぼすものと推定され、これらを調整することによ

り、音の特性の向上に大きく貢献することができる。



請求の範囲

表板、側板、及び裏板を有し、前記表板及び裏板の少なくともいずれか一方に振

動調整手段を備え、内部が中空状に形成されたボディを具備する弦楽器であって、

前記ボディの前記振動調整手段は、

前記表板の表板内面及び前記裏板の裏板内面の少なくともいずれか一方を凹状

に形成した凹部を有する凹部振動調整部と、

前記凹部及び前記凹部の外周形状に略一致し、凹部側壁から所定の間隔を保持

して前記凹部に緩挿して貼若される薄板状の振動コーン部を有するコーン振動調整

部と、

前記表板の前記表板内面及び前記裏板の前記裏板内面の少なくともいずれか一

方を満状に穿設した満部、及び前記満部によって囲まれた凸部を有する満部振動

調整部と

の少なくともいずれか一つを具備することを特徴とする弦楽器。

2 前記コーン振動調整部は、

一対の前記凹部が前記表板の表板外面に取設されたブリッジを間に挟むよぅにし

て前記表板内面に設けられ、

前記凹部に緩挿して貼若された前記振動コーン部と連結される一対のコーン連結

脚及び互いの前記コーン連結脚同上を横架し、前記表板内面に沿って連結する横

架連結部を有し、前記表板内面と少なくとも二箇所で接続されるブレースバーと

をさらに具備することを特徴とする請求項 に記載の弦楽器。

3 前記表板の表板外面に取設されたブリッジの上方位置または下方位置の少なくと

もいずれか一方の前記表板内面に設けられ、前記表板を貫通するよぅに穿設された

貫通孔部と、

前記貫通孔部に緩挿、または前記貫通孔部を略閉塞するよぅに被せられる第二振

動コーン部と、

前記凹部に緩挿して貼若された前記振動コーン部と連結されるコーン連結脚、及

び前記第二振動コーン部と連結される第二コーン連結脚、及び前記コーン連結脚及

び前記第二コーン連結脚を横架し、前記表板内面に沿って連結し、前記第二振動コ



一ン部を前記貫通孔部に緩挿した状態で支持する前記表板内面と少なくとも二カ所

で接続されるブレースバーと

をさらに具備することを特徴とする請求項 に記載の弦楽器。

4 前記ブレースバーは、

前記横架連結部から垂下するよぅに設けられ、前記表板外面に取設された前記ブ

リッジの取付位置に相対する前記表板内面に接続されたブリッジ連結脚をさらに具

備することを特徴とする請求項2に記載の弦楽器。

5 前記ブリッジと相対する前記表板内面の位置に設けられたバ一某礎部、及び前記

バ一某礎部から前記ブリッジの長手方向に対して直交する方向に延設された長棒状

の振動部を有し、 字形状若しくは 字形状に形成されたブレースバーと、

前記振動部の先端から垂設され、柱先端部が前記裏板の前記裏板内面に設けら

れた前記コーン振動調整部の前記振動コーン部及び前記満部振動調整部の前記

凸部のいずれか一方と当接する魂柱と

を具備することを特徴とする請求項 に記載の弦楽器。

6 表板、側板、及び裏板を有し、前記表板及び裏板の少なくともいずれか一方に振

動調整手段を備え、内部が中空形状に形成されたボディを有する弦楽器であって、

前記ボディの前記振動調整手段は、

前記表板の表板外面に取設されたブリッジと相対する表板内面に前記ブリッジの

長手方向に沿って配され、互いに対向する一対の前記側板の側板内面の間を架渡

され、前記ボディの内部の中空空間を少なくとも二つ以上に区画する内部振動板を

具備することを特徴とする弦楽器。

7 前記中空空間は、

前記ブリッジの上方に位置し、前記表板に質設されたザウンドホールと速通する第

一共鳴空間と、

前記ブリッジの下方に位置し、前記第一共鳴空間と前記内部振動板によって区画

された第二共鳴空間と

を有して構成され、

前記表板は、



前記第二共鳴空間と速通する第二ザウンドホールが質設されていることを特徴とす

る請求項6に記載の弦楽器。

8 前記内部振動板の近傍の前記表板内面に取設された支持部と、

前記支持部から垂設され、バ一先端部が前記内部振動板の振動板面の一部と接

続してなる振動バ一と

を具備することを特徴とする請求項6に記載の弦楽器。

















INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/064408
A. CLASSIFICATION OF SUB ECT MATTER
G 1 0D3 / 0 2 , G 1 0D1 / 0 8

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classifi㏄tion system 血 llowed by classification symbols)
GlODl/00-3/18

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included m the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008

Electronic data base consulted during the intern tional s㏄rch (name of daね base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X JP 2006-501519 A (Taylor Guitars) , 1
A 12 January, 2006 (12.01.06), 2 - 5

Par. Nos. [0013] [0016]; Figs. 3 , 4
US 2004/0060418 A l WO 2004/031697 Al

JP 2002-507290 A (Joichi YUI),
05 March, 2002 (05.03.02),
Full text; all drawings
6 WO 99/000788 A l US 5922979 Al

EP 1023715 A

JP 2001-134263 A (Kunihiko OMORI), 6-8
18 May 2001 (18.05.01) ,
Full text; all drawings
(Family: none)

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of ciねd documents: "T" later document published after t e international filing date or pπoπty
"A" document defining the general te of the a which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

e of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance, the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y' document of particular relevance, the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, e hibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P ' document published pπor to t e international filing date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
1 8 December, 2008 ( 1 8 . 1 2 . 08) 13 January, 2009 (13.01.09)

Name and mailing ad打ess of the ISA/ Authorized officer
Japanese Patent Office

Facsimile No. Telephone No
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2007)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/064408

C (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

JP 47-20818 Yl (Masatsugu NAWATA) , 6 - 8
12 July, 1972 (12.07.72) ,
Full text; all drawings
(Family: none)

GB 330427 A (F.J.CLEVELAND Co.), 6 - i

12 June, 1930 (12.06.30),
Full text; all drawings
(Family: none)

US 4027570 A (Norlin Music, Inc.), 6 - i
07 June, 1977 (07.06.77) ,
Full text; all drawings
(Family: none)

Microfilm of the specification and drawings
annexed to the request of Japanese Utility
Model Application No. 119951/1973 (Laid-open
No. 65409/1975)
(Tetsuo ITO) ,
12 June, 1975 (12.06.75),
Full text; all drawings
(Family: none)

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2007)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2 0 0 8/0644 0 8

Box No. II Observations where certain claims ere found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons

I I Claims Nos..
because they relate to sub ect matter not required to be searched by this Authority, namely:

I I Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6 4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
(l) The first invention (if a concave vibration adjusting unit i s selected)

in claim 1 is directed to the concave vibration adjusting unit.
(2) The second invention (if a cone vibration adjusting unit is selected)

in claim 1 the inventions in claims 2 through 4 and the first invention
(if the cone vibration adjusting unit is selected) in claim 5 are directed
to the cone vibration adjusting unit.
(3) The third invention (if a groove vibration adjusting unit is selected)

in claim 1 and the second invention (if the groove vibration adjusting unit
is selected) in claim 5 are directed to the groove vibration adjusting unit.

(continued to extra sheet)

I x I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned m the claims; it is covered by claims Nos

Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,
the payment of a protest fee

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation

No protest accompanied the payment of additional search fees.
Form PCT/ISA/210 (con nuation of first sheet (2)) (April 2007)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP2008/064408

Continuation of Box No. Ill of continuation of first sheet (2)

(4) The inventions in claims 6 through 8 are directed to an internal
vibration plate.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (April 2007)



国際調査報告 国際出願番号 P C T ノ J 2 0 0 8 ノ0 6 4 4 0 8

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I P C ) )
IntCl G10D3/02, G10D1/08

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C ) )

IntCl GlODl/00-3/18

最小限資叫以外 ( 資片て調査を行 た分野に含まれる も O

日本国実用新案公報 1 9 2 2 - 1 9 9 午
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 2 0 0 >>年
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 2 0 0 年

国際調査て使用した電子テ タ ス (テ タ ス ( 名称、調査に使用した用語 )

C ・ 関連する i 認められる文献
引用文献の § S
カテ 引用文献名 及ひ一部の箇所か関連す きは、その関連する箇所の表示 請大の範囲の番号

X JP 2006-501519 A (テイラ ギタ ) 2006. 01. 12 1
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A US 4027570 A (Nor1in Music, Inc.) 1977.06.07, 全文全図 6 - 8
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第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの昔見 (第 1 の の続き

怯第8条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の一部に て作
成 しなか た。

・ 請大の範囲 は、 この国際調査機関か調査をす こ とを要 しな 対象に係 るものてある

ま 、

2 . ヴ 請大の範囲 は、 有青義な国際調査をする こ かてきる程度まて所定の要件を満たして
な 国際出順の部分に係 るものてある。 ま 、

・ r 請求の範囲 は、 従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 2 文及び第 文の規定に
従 て記載されて な

第m欄 発明の早 性か欠如して る ときの青見 (第 1 の の続き

次に述 るょ にこの国際出 に二以上の発明かぁる この国際蝸査機関は詔めた

( D 請求の範囲 1 に係 る第 発明 凹部振動調整部が選択 される場合 は、凹部振動調整部
に関するものである。

( 2 ) 請求の範囲 1 に係る第 2 発明 振動調整部が選択 される場合 、請求の範囲 な
し4 に係る発明、及 、請求 ( 範囲 5 に係る第 1 発明 ( 振動調整部が選択 される場合

は、 振動調整部に関するものである。
( 3 ) 請求の範囲 に係 る第 発明 満部振動調整部が選択 される場合 ) 及 請求 D 範囲 5 に

係る第 2発明 満部振動調整部が選択 される場合 は、満部振動調整部に関するものである。
( 4 ) 請求の範囲 6 な し 8 に係る発明は、内部振動板に関するものである。

・浮 出順人か必 要な追加調査手数料をす て期間内に納付 したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
( 範囲に l て作成した

2・ r 追加調査手数料を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数料の納付を求めな た。

・デ 出順人か必要な追加桐査手数料を一部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、 手数料の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4・ r 出順人か必要な追加調査手数料を期間内に納付 しな - たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次 ( 請求 ( 範囲に て作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する庄青
追加調査手数片及ひ、 該当する場合には、異議申立手数料の納付 と共に、出願人 ら異議申立てかあ た。

追加洞査手数叫 (D納付 と共に出順人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数料か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

洋 追加調査手数片 ( 納付はあ たか、異議申立てはな た
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