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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音高を変えるための複数の弦を設けた弦楽器のネック部と通ずるよう形状付けられた頂
部と、前記頂部に対向する側の底部と、高音の弦に近い方の楽器ボディ側面に設けられた
トレブル部と、低音の弦に近い方の楽器ボディ側面に設けられたバス部と、後面部とを有
する弦楽器のボディ部と、
　前記頂部と前記底部との間の縦軸に対する前記トレブル部にある楽器ボディの狭部から
なり、前記トレブル部において前記頂部と前記底部との間に傾斜曲線がさらに設けられた
胴部であって、前記傾斜曲線は、胴部の少なくとも一部において、胴部の外縁から弦楽器
の背面にかけて延在する胴部と、
　前記バス部の少なくとも一部に沿って前記後面部に配される隆起曲線であって、前記隆
起曲線の少なくとも一部が、前記トレブル部に向けられた前記隆起曲線の側に配されたく
ぼみの縁部を画定する隆起曲線とを備える、人間工学に基づいた弦楽器用ボディ。
【請求項２】
　前記縦軸はx軸からなり、楽器ボディのトレブルサイドとバスサイドの間の軸はｙ軸か
らなり、楽器ボディの前面部と後面部との間の軸はｚ軸からなり、前記胴部の少なくとも
一部はシータ度の角度をもってｚ軸からｘ軸にかけて延在し、前記胴部の少なくとも一部
はベータ度の角度をもってｚ軸からｙ軸にかけて延在し、さらに、シータとベータの少な
くとも一方はゼロよりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の人間工学に基づくボデ
ィ。
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【請求項３】
　シータとベータの少なくとも一方がゼロから８５度の間にあることを特徴とする請求項
２に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項４】
　シータとベータの少なくとも一方が２から６５度の間にあることを特徴とする請求項２
に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項５】
　シータとベータの少なくとも一方が５から４５度の間にあることを特徴とする請求項２
に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項６】
　シータとベータの少なくとも一方が１０から３０度の間にあることを特徴とする請求項
２に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項７】
　前記胴部の少なくとも第二の部分が、前記胴部の少なくとも前記一部の曲線とは異なる
傾斜曲線を有することを特徴とする請求項２に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項８】
　前記胴部の少なくとも前記第二の部分が、前記胴部の少なくとも前記一部のベータ値と
は異なるベータ値を有することを特徴とする請求項７に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項９】
　前記胴部の少なくとも第二の部分が、前記胴部の少なくとも前記一部のシータ値とは異
なるシータ値を有することを特徴とする請求項８に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項１０】
　少なくとも前記第二の部分と少なくとも前記一部が、くぼみ表面上に少なくとも２点を
画定することを特徴とする請求項８に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項１１】
　前記ボディはギターのボディであることを特徴とする請求項１に記載の人間工学に基づ
くボディ。
【請求項１２】
　前記ギターのボディはアコースティックギターのボディであることを特徴とする請求項
１１に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項１３】
　音高を変えるための複数の弦を設けた弦楽器のネック部に通ずるよう形状付けられた頂
部と、前記頂部と対抗する側の底部と、高音の弦に近い方の楽器ボディ側面に設けられた
トレブル部と、低音の弦に近い方の楽器ボディ側面に設けられたバス部と、後面部とを有
する弦楽器のボディと、
　前記バス部の少なくとも一部に沿って前記後面部に配される隆起曲線であって、前記隆
起曲線の少なくとも一部が、前記トレブル部に向けられた前記隆起曲線の側に配されたく
ぼみの縁部を画定する隆起曲線とを備える、弦楽器用の人間工学に基づくボディ。
【請求項１４】
　前記隆起曲線は前記バス部の少なくとも一部に沿ってカーブを描くことを特徴とする請
求項１３に記載の人間工学に基づくボディ。
【請求項１５】
　前記隆起曲線は前記頂部から始まり前記底部まで続くことを特徴とする請求項１３に記
載の人間工学に基づくボディ。
【請求項１６】
　前記ボディはギターのボディであることを特徴とする請求項１３に記載の人間工学に基
づくボディ。
【請求項１７】
　前記ギターのボディはアコースティックギターのボディであることを特徴とする請求項
１６に記載の人間工学に基づくボディ。
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【請求項１８】
　音高を変えるための複数の弦を設けた弦楽器のネック部に通ずるように形状付けられた
頂部と、前記頂部に対向する側の底部と、高音の弦に近い方のラウンドバックボウル側面
に設けられたトレブル部と、低音の弦に近い方のラウンドバックボウル側面に設けられた
バス部と、後面部とを有するラウンドバックギターのボウルと、
　前記頂部と前記底部の間の縦軸に対する前記トレブル部にあるラウンドバックボウルの
狭部からなり、前記トレブル部において前記頂部と前記底部の間に傾斜曲線がさらに設け
られた胴部であって、前記傾斜曲線は、胴部の少なくとも一部において、胴部の外縁から
ラウンドバックギターの背面に向かって延在する胴部と、
　前記バス部の少なくとも一部に沿って前記後面部に配される隆起曲線であって、前記隆
起曲線の少なくとも一部が、前記トレブル部に向けられた前記隆起曲線の側に配されたく
ぼみの縁部を画定する隆起曲線とを有する、ラウンドバックギター用の人間工学に基づく
ラウンドバックボウル。
【請求項１９】
　前記縦軸はｘ軸からなり、ラウンドバックボウルのトレブルサイドとバスサイドの間の
軸はｙ軸からなり、ラウンドバックボウルの前面部とラウンドバック部との間の軸はz軸
からなり、前記胴部の少なくとも一部はシータ度の角度をもってｚ軸からｘ軸にかけて延
在し、前記胴部の少なくとも一部はベータ度の角度をもってｚ軸からｙ軸にかけて延在し
、さらにシータとベータの少なくとも一方はゼロより大きいことを特徴とする請求項１８
に記載のランドバックボウル。
【請求項２０】
　シータとベータの少なくとも一方はゼロから８５度の間にあることを特徴とする請求項
１９に記載のラウンドバックボウル。
【請求項２１】
　シータとベータの少なくとも一方は２から６５度の間にあることを特徴とする請求項１
９に記載のラウンドバックボウル。
【請求項２２】
　シータとベータの少なくとも一方は５から４５度の間にあることを特徴とする請求項１
９に記載のラウンドバックボウル。
【請求項２３】
　シータとベータの少なくとも一方は１０から３０度の間にあることを特徴とする請求項
１９に記載のラウンドバックボウル。
【請求項２４】
　前記胴部の少なくとも第二の部分は、前記胴部の少なくとも前記一部とは異なる傾斜曲
線を有することを特徴とする請求項１９に記載のラウンドバックボウル。
【請求項２５】
　前記胴部の少なくとも前記第二の部分は、前記胴部の少なくとも前記一部とは異なるベ
ータ値を有することを特徴とする請求項２４に記載のラウンドバックボウル。
【請求項２６】
　前記胴部の少なくとも前記第二の部分は、前記胴部の少なくとも前記一部とは異なるシ
ータ値を有することを特徴とする請求項２５に記載のラウンドバックボウル。
【請求項２７】
　少なくとも前記第二の部分と少なくとも前記一部はくぼみ表面上に少なくとも２点を画
定することを特徴とする請求項２５に記載のラウンドバックボウル。
【請求項２８】
　音高を変えるための複数の弦が設けられたギターのネック部に通ずるように形状付けら
れた頂部と、前記頂部と対向する側の底部と、高音を有する弦に近いほうのラウンドバッ
クボウル側面に設けられたトレブル部と、低音を有する弦に近いほうのラウンドバックボ
ウル側面に設けられたバス部と、後面部とを有するラウンドバックギターのボウルと、
　前記バス部の少なくとも一部に沿って前記後面部に設けられた隆起曲線であって、前記
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隆起曲線の少なくとも一部が、前記トレブル部に向けられた前記隆起曲線の側に配された
くぼみの縁部を画定する隆起曲線を有するラウンドバックギター用のラウンドバックボウ
ル。
【請求項２９】
　前記隆起曲線は前記バス部の少なくとも一部に沿ってカーブを描くことを特徴とする請
求項２８に記載のラウンドバックボウル。
【請求項３０】
　前記隆起曲線は前記頂部から始まり前記底部まで続くことを特徴とする請求項２８に記
載のラウンドバックボウル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ギター奏者やその他の弦楽器奏者は、因習的に、弦楽器を脚で支えながら、座った姿勢
や弦楽器をストラップでぶら下げながら立った姿勢あるいは歩きながら、様々に多様な姿
勢で演奏を行う。弦楽器を一つの姿勢あるはそれ以上の姿勢に据え易くするため、幅広い
パッドやサポートがデザインされている。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、プロクターへの特許文献１は、かき鳴らす弦楽器用のサポートクッションを開
示しており、このクッションは、楽器がクラッシックの演奏にうってつけの姿勢におさま
るように、楽器の下面と演奏者のももの間に据えるのに適した傾斜上部表面を有する。
【０００３】
　特許文献２，３および４は、演奏者のももや膝に楽器を固定もしくは据え易くするため
、ギターまたはその他の弦楽器に取り付けおよび／または吊り下げられるギターサポート
を開示している。
【０００４】
　弦楽器をサポートするための様々な方法が従来技術に開示されているが、改良および更
なる工夫の余地はある。
【特許文献１】米国特許公報第３，９７９，９９３号
【特許文献２】米国特許公報第１，２６１，８４１号
【特許文献３】米国特許公報第１，９４５，１６２号
【特許文献４】米国特許公報第５，３８８，４９２号
【特許文献５】米国特許公報第３，４７４，６９７号
【発明の開示】
【０００５】
　ここに記載する人間工学に基づく弦楽器は、弦楽器のボウル即ちボディの胴部として配
される、角度をもった胴部を一またはそれ以上組み込んだ人間工学に基づく新規なデザイ
ンと、弦楽器のボウル即ちボディの背面の少なくとも一部に沿って配された隆起曲線を提
供する。
【０００６】
　角度をもった胴部は、演奏者の脚に乗せられることのある弦楽器のトレブルサイド（高
音サイド）に配され、弦楽器の背面に向かって傾斜曲線が構成される。
【０００７】
　隆起曲線は、弦楽器の背面のバスサイド（低音サイド）の少なくとも一部に沿って伸び
、隆起曲線のトレブルサイドに少なくともわずかなくぼみを画定する。
【０００８】
　他の実施形態において、ラウンドバックギターには、演奏者が人間工学に基づき正しい
演奏姿勢をとるためにいずれか一方の脚にギターを乗せることができ、演奏中にラウンド
バックボディが脚の周りを回るのを減じたり防止したりする、角度をもった胴部が配され
る。
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【０００９】
　他の実施形態において、ランドバックギターには、立った姿勢でギターが保持されると
きに、ラウンドバックが左右に動くのを減じたり防止したりする隆起曲線が配される。
【００１０】
　上述の特徴およびその他の特徴が以下の図面および以降の詳細な記載に例示される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　従来技術の図１および２を参照するに、同一出願人による出願であり、その全体が参照
により本願に組み込まれているＫａｍａｎへの特許文献５から、例示としての弦楽器がお
おむね１０で示される。楽器は、空洞の共鳴箱１２からなるアコースティック・ラウンド
バックギターからなる。共鳴箱１２は、ボウル型のボディ１４とサウンドホール１８を有
する表板１６を含む。細長いネック２０が共鳴箱１２から上に伸び最終的にペグヘッド２
２に到達する、ペグには６本の弦２４が配され指板２６を搭載している。弦２４は、ヘッ
ド２２と表板１６に固定されたブリッジ２８との間に延在する。
【００１２】
　従来技術の図１に図示された表板およびネックを見ると、最左の弦（即ち、「第６弦」
）は最右の弦（即ち、「第１弦」）と比較してゲージの重い弦からなり、最右の弦と比較
して、伝統的に、低い音色に調律されている（例えば、第１弦は弦を押さえずに「高Ｅ」
に調律されるのに対して、第６弦は弦を押さえずに「低Ｅ」に調律される）。このように
して、図示されたギターの最左側（第６弦に最も近い側、即ち低音に調律された弦）は、
ギターのバスサイドであり、一方、図示されたギターの最右側（第１弦にもっとも近い側
、即ち高音に調律された弦）はギターのトレブルサイドである。
【００１３】
　従来技術の図１および２を再度参照するに、ボウル型のボディ１４は、従来型ギターの
ような、わずかに内側に曲線状の胴部の特徴（くびれ）を含む。ボディは、前面エッジ３
２まで続き、少なくとも一部が概ね放物線状である音響反射内面３４を有する。ボディは
二次元にカーブしたアーチ状の裏板３６を含み、各々４０および４２で表される概ねＵ字
型のアッパーボウトとロウアーボウト（胴部と比較して幅広の部分）を含み、内側に向か
ってカーブしたセンターボウト４４に連結され、楽器の胴部を形成する一体成形の側板３
８を有する。前面エッジ３２に隣接する側板３８は、実際に表板１６と直交している。表
板と直行する面において、側板は十分な距離分だけ表板から後方へおおよそ直線を描いて
伸び、その後、アーチ状の裏板３６とスムーズに合致するように内側に向けてカーブする
。そのため、側板３８は裏板３６と表板との間に空間を作り、裏板は比較的広範囲にゆる
いカーブを有し、それによって、後側の壁が広範囲にカーブした音響反射面を提供し、一
般的に従来のような、前面から後面にかけての共鳴箱の厚みが維持される。
【００１４】
　図３および４を参照するに、それぞれ、本発明により例示されるギターのボディ５０が
頂部正面図と斜視図として図示されている。例示されているギターのボディ５０は、概ね
バスサイド５２とトレブルサイド５４を含む。図示されているギターのボディ５０は、概
ねアッパーボウト５６およびロウアーボウト５８、さらに内側にカーブしたくびれ６０も
含み、曲線状の胴部を形成している。さらに、例示されたボディの曲線状の胴部の少なく
とも一部は、トレブルサイド５４に、概ねギターのボディ５０の背面に向かう傾斜方位を
含む。ギターのボディの背面に向かう傾斜方位は、胴部のカーブ特性に沿って、人間工学
に基づいてギターを演奏者の脚またはひざで支えることを特長的に容易にするような複雑
なカーブを提供する。ここに記載される胴部は、確実に、人間工学に基づく正しい演奏姿
勢を実施するために、ギターを演奏者のいずれの脚にもしっかりと支え位置づけできる。
そのような位置づけは安心感やギターの演奏適正を高めるだけでなく、回転を防止し、ギ
ターのネックをより的確で安定した演奏位置にもってゆき易くする。
【００１５】
　ここに記載されている新規な胴部の少なくとも一部の傾斜方位は、ユークリッド空間（
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Cartesian space）内に例示されたギターのボディの平面図を示す図５ないし７において
もっとも的確に記載されている。図５は、ｘ－ｚ平面から見た、例示されたギターのボデ
ィのトレブルサイドの側面図である。図６は、ｘ－ｙ平面から見た、例示されたギターの
ボディの平面図である。図７は、ｙ－ｚ平面から見た、例示されたギターのボディの前正
面図である。図５ないし７に図示される例示のギターはｘ－ｙ平面に表板面が設けられて
いる。
【００１６】
　特に、図５に示される例示の実施形態を参照すると、胴部の一部はｘ－ｚ平面でｚ軸に
対してシータ（θ）度角度付けられている。図示された実施形態では、シータは１５．１
９度であることが測定される。特に、図６に示される例示の実施形態を参照すると、胴部
にあたる部分はｘ－ｙ平面でｘ軸に対してガンマ（γ）度角度付けられている。図示され
た実施形態では、ガンマは１１．１２度であることが測定される。特に、図７に示される
例示の実施形態を参照すると、胴部にあたる部分はｙ－ｚ平面でｚ軸に対してベータ（β
）度角度付けられている。図示された実施形態では、ベータはおおよそ８度であることが
測定される。シータ、ガンマおよびベータの積は、本願の新規な曲線状に角度をもった胴
部の不連続の部分の傾斜方位についての目安を提供する。特定の角度が記載されてはいる
が、これらは単に、ここで述べられている新規な曲線状に角度をもった胴部の一部分の立
体的な方位を表す例示的角度であることが認識されるべきである。
【００１７】
　曲線状に角度をもった胴部の少なくとも一部がギターの背面に向かい、共鳴箱と実際に
は直行していない（即ち、シータとベータの少なくとも一方はゼロ（０）度であってはな
らない）限り、この新規な曲線状に角度をもった胴部の各部の立体的な方位はどのような
角度をもとり得る。さらに、胴部の少なくとも一部がギターの背面に向かっている限り、
ｚ軸またはｘ軸に交差し、シータまたはベータのいずれかの角度を与えられている線は、
右上がり斜線または右下がり斜線となる。例示の実施形態の一つにおいて、胴部の少なく
とも一部では、シータとベータの一方または両方は実際には垂直ではなく、８５度までで
あり、ｙ－ｚ平面またはｘ－ｚ平面の各々においてｚ軸またはｘ軸と交差する線の傾斜は
、それぞれシータに対して右上がりで、ベータに対して右下がりである。他の例示の実施
形態の一つにおいて、胴部の少なくとも一部では、シータとベータの一方または両方が２
度から６５度の間である。他の例示の実施形態の一つにおいて、胴部の少なくとも一部で
は、シータとベータの一方または両方は５度から４５度の間である。他の例示の実施形態
において、ベータはゼロで、シータは６５度から８５度の間で、さらに、ｘ－ｚ平面でｘ
軸と交差する線は右上がりの傾斜を有している。
【００１８】
　図６を参照するに、ガンマは胴部の一部がギターの背面に向かうような角度であればど
のような角度であってもよく、この胴部の一部とはギターのトレブルサイドでもバスサイ
ドでもちらでもよい。このようにして、ｘ軸からガンマ度の位置にあるｘ軸と交差する線
は右上がりの傾斜であってもよいし右下がりの傾斜であってもよい。実施形態の一つにお
いて、ガンマはゼロよりも大きく８５度までであって、ｘ軸と交差する線は右下がりの傾
斜を有する。他の実施形態において、ガンマはゼロから６０度の間である。他の実施形態
において、ガンマはゼロから４０度の間である。他の実施形態において、ガンマはゼロか
ら２０度の間である。他の実施形態において、ガンマはゼロから１５度の間であり、ｘ軸
と交差する線は右上がりの傾斜を有する。
【００１９】
　他の例示の実施形態において、曲線状の胴部のトレブルサイドは、異なるシータおよび
／またはベータおよび／またはガンマを有する異なる部分を含むので、例えば、そのよう
な異なる部分間に凹凸面ができる。
【００２０】
　再び図３および４を参照するに、例示の実施形態は、ギターのボディ５０のバスサイド
５２の少なくとも一部に配された隆起曲線６２も含む。そのような例示の隆起曲線６２は
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、ボディのバスサイド５２に沿うカーブとして描かれ、図示されている。図示された隆起
曲線６２は、アッパーボウト５６の上のほうから始まり、ロウアーボウト５８の下のほう
まで延在する。隆起曲線６２のトレブルサイド５４は少なくともわずかなくぼみ６４を含
むことが重要である。そのようなくぼみ６４と隆起曲線６２は、ギターが座った姿勢ある
いは立った姿勢に配置されるときに、演奏者の体に乗せられるように概ね形状付けられて
いる。このくぼみ６４は、隆起曲線６２と関連して、ギターを特長的に安定させ、座った
姿勢あるいは立った姿勢でのギターの揺れを減じる。
【００２１】
　隆起曲線を示す例示の実施形態では、隆起曲線６２が少なくともアッパーボウト５６と
ロウアーボウト５８との間に延在するように図示しているが、本記載ではギターのボディ
のバスサイド５６の一部のみに沿って延在し得る隆起曲線を意図している。よって、くぼ
み６４は、そのような場合、隆起曲線のトレブルサイドの一部のみに延在することに留意
されたい。
【００２２】
　ここで記載された曲線状に角度をもった胴部およびここで記載された隆起曲線は特定の
例示の実施形態、即ち、ギター、音響およびラウンドバック、によって示されてきたこと
にも留意されたい。実際、上記の例示の実施形態によって示される曲線状に角度をもった
胴部と隆起曲線は、ラウンドバック・デザインに対して十分に効果的に適用できることが
わかる。角度をもった胴部は、演奏者が人間工学上正しい演奏姿勢を実施するためにいず
れの脚にも楽器を乗せられるようにするだけでなく、演奏中に演奏者の脚の周りを楽器の
ボディが回るのを減じたり防止したりもする。
【００２３】
　（他のデザインの中でも）ラウンドバック・デザインに配される隆起曲線は、ギターが
立った姿勢で維持された場合に、ラウンドバックの揺れを減じたり、防止したりする。こ
の特長は、演奏者に快適な演奏姿勢を提供するだけでなく、演奏中に演奏者がギターを安
定させるために腕を使う必要を減じたり不要にしたりもする。
【００２４】
　本開示は、一般的に言って、エレクトリックギターのボディ・デザインや異なる種類の
弦楽器に対する異なるアコースティック・ボウルまたはアコースティック・エレクトリッ
ク・ボウルやボディ・デザインなどの異なる実施形態をいくつでも意図する。よって、本
発明は、例示により記載されているが、限定ではない。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　種々の図面について参照するに、同様の構成要件には同様の番号を付してある。
【図１】従来技術による例示のアコースティックギターの正面図である。
【図２】従来技術による図１の例示のアコースティックギターの側面図である。
【図３】曲線状の角度をもった胴部と隆起曲線の両方を組み込んだ例示のギターのボウル
の頂部正面図である。
【図４】図３の例示のギターのボウルの斜視図である。
【図５】ｘ－ｚ平面から見た図３の例示のギターのボウルの側面図である。
【図６】ｘ－ｙ平面から見た図３の例示のギターのボウルの平面図である。
【図７】ｙ－ｚ平面から見た図３の例示のギターのボウルの前平面図である。
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