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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側面（６０）、頂部隣接側面（６１）、底部隣接側面（６２）および背面、および２
つの端面（６４、６５）を備える細長いほぼ矩形の本体（１２）と、
　それぞれがブローリード／ブローエネブラリードセル（４７）、バルブセル（４９）、
およびドローリード／ドローエネブラリードセル（４８）から成る三部構成のボイスチャ
ネルをその間に画定する複数のほぼ平行なセル壁（３７、６６、６７）と、
　前記本体（１２）の前側面の中央の長手方向軸に沿って長手方向に離隔された複数のバ
ルブセル（４９）であって、該バルブセル（４９）の前記セル壁（３７，６６，６７）に
よって分離され、前記バルブセル（４９）が、前記本体（１２）の前側面のほうへ開くと
共に前記本体（１２）の背面で閉じており、前記バルブセル（４９）が、前記ブローリー
ド／ブローエネブラリードセル（４７）と前記ドローリード／ドローエネブラリードセル
（４８）との間に配置され、前記バルブセル（４９）がアセンブリされたハーモニカのリ
ードプレート（１８、２０）とは隣接していない複数のバルブセル（４９）と、
　前記頂部隣接側面に沿って長手方向に離隔された、複数の別個のブローリード／ブロー
エネブラリードセル（４７）であって、該ブローリード／ブローエネブラリードセル（４
７）が前記セル壁（３７、６６、６７）によって分離され、前記ブローリード／ブローエ
ネブラリードセル（４７）が前記バルブセル（４９）と位置合わせされ、前記ブローリー
ド／ブローエネブラリードセル（４７）の底部がブローバルブプラットホーム（３９）を
備え、前記ブローバルブプラットホーム（３９がまた、前記バルブセル（４９）の天井を
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備える、複数のブローリード／ブローエネブラリードセル（４７）と、
　前記底部隣接側面に沿って長手方向に離隔された、複数の別個のドローリード／ドロー
エネブラリードセル（４８）であって、該ドローリード／ドローエネブラリードセル（４
８）が前記セル壁（３７、６６、６７）によって分離され、前記ドローリード／ドローエ
ネブラリードセル（４８）が前記バルブセル（４９）と整列され、前記ドローリード／ド
ローエネブラリードセル（４８）の頂部が、ドローバルブプラットホーム（４０）を備え
、該ドローバルブプラットホーム（４０）が、前記バルブセル（４９）の床部をまた備え
る、複数のドローリード／ドローエネブラリードセル（４８）と、
　前記バルブセル（４９）のそれぞれの前記天井に形成され、前記バルブセル（４９）の
それぞれと前記ブローリード／ブローエネブラリードセル（４７）のそれぞれとの間に開
いた通路を形成している、ブローリード／ブローエネブラリードバルブスロット（２３’
）と、
　前記バルブセル（４９）のそれぞれの前記床に形成され、前記バルブセル（４９）のそ
れぞれと前記ドローリード／ドローエネブラリードセル（４８）のそれぞれとの間に開い
た通路を形成しているドローリード／ドローエネブラリードバルブスロット（２５’）と
、
　前記ブローリード／ブローエネブラリードセル（４７）のそれぞれの中に配置され、前
記ブローリード／ブローエネブラリードバルブスロット（２３’）を覆って位置調整され
たブローリード／ブローエネブラリードバルブ（１９’）であって、前記ブローリード／
ブローエネブラリードバルブ（１９’）が、前記ブローバルブプラットホーム（３９）の
一方の端部に固定され、前記ブローリード／ブローエネブラリードバルブ（１９’）がそ
の反対側の端部で移動が自由である、ブローリード／ブローエネブラリードバルブ（１９
’）と、
　前記バルブセル（４９）のそれぞれの中に配置されると共に、ドローリード／ドローエ
ネブラリードバルブスロット（２５’）を覆って位置調整されたドローリード／ドローエ
ネブラリードバルブ（２１’）であって、前記ドローリード／ドローエネブラリードバル
ブ（２１’）が、前記バルブセル（４９）の前記床の一方の端部に固定され、前記ドロー
リード／ドローエネブラリードバルブ（２１’）がその反対側の端部で移動が自由である
、ドローリード／ドローエネブラリードバルブ（２１’）とを備えることを特徴とする、
ハーモニカコーム。
【請求項２】
　前記細長い本体（１２）が、通常木で製造されている、またはプラスチックで成形され
ていることを特徴とする、請求項１に記載のハーモニカコーム。
【請求項３】
　前記本体（１２）が、半体（１０、１１）を気密嵌合のためにねじで互いに固定するこ
とができるような、特定の弾性を有するプラスチックで製造された頂部半体（１０）およ
び底部半体（１１）を有することを特徴とする、請求項２に記載のハーモニカコーム。
【請求項４】
　前記本体（１２）が、接着剤で互いに固定された頂部半体（１０）と底部半体（１１）
とを有することを特徴とする、請求項２に記載のハーモニカコーム。
【請求項５】
　前記ブローリード／ブローエネブラリードバルブ（１９’）および前記ドローリード／
ドローエネブラリードバルブ（２１’）が、通常ＰＶＣなどのプラスチックで製造されて
いることを特徴とする、請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載のハーモニカコーム。
【請求項６】
　前記前側面（６０）の高さが、前記背面の高さよりも低く、前記前側面（６０）を演奏
者の口により快適に嵌合することを可能にすることを特徴とする、請求項１乃至５のうち
いずれか一項に記載のハーモニカコーム。
【請求項７】
　前記ブローリード／ブローエネブラリードセル（４７）の開端部を閉じる、前記頂部隣
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接側面（６１）に固定されたブロープレートと、前記ドローリード／ドローエネブラリー
ドセル（４８）の開端部を閉じる、前記底部隣接側面（６２）に固定されたドロープレー
トと、前記ブロープレートに固定された頂部カバーと、前記ドロープレートに固定された
底部カバーと、前記ハーモニカコームの前側面（６０）に固定されたマウスピースとを備
える、請求項１のハーモニカコームを使用して作成されたことを特徴とする、ハーモニカ
。
【請求項８】
　前記ブロープレートが、ブローリード（１８）、ブローリード（１８）とブローエネブ
ラリード、または２つのブローリード（１８）を含むことを特徴とする、請求項７に記載
のハーモニカ。
【請求項９】
　前記ドロープレートが、ドローリード（２０）、ドローリード（２０）とドローエネブ
ラリード、または２つのドローリード（２０）を含むことを特徴とする請求項７または８
に記載のハーモニカ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハーモニカまたはマウスオルガン、特にハーモニカのコーム内に逆止め弁を
配置することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　逆止め弁、すなわちリードバルブは、性能を改善するためにハーモニカのリードセル内
で一般的に使用されている。リードバルブは、通常ハーモニカ内の空気の流れを制御する
ために設置されている。リードバルブは、吹気動作のリードすなわちブローリードが固定
されているリードスロットの外側面に取り付けたとき、同じマウスピース開口に付随して
いる吸気動作リードすなわちドローリードが演奏されているとき吸入された空気がブロー
リードの側を通過するのを防止する働きをする。同様に、リードバルブは、ドローリード
が固定されているリードスロットの反対側面に取り付けられたとき、同じマウスピース開
口に付随しているブローリードが演奏されているとき吹気された空気がドローリードの側
を通過するのを防止する働きをする。低ピッチおよび中間レンジのリードについては、リ
ードバルブによってもたらされる空気の損失を減少させる効果は、リードの近傍の負の効
果に勝っている。しかし、高ピッチリードの比較的小さい、制限されたリードスロットを
通過するのを妨げられる空気の量は、かなりの量ではあるが、リードバルブの負の近接効
果に勝るのに十分でない可能性がある。このため、リードバルブは、リードバルブを組み
込んだハーモニカの最高音のリードから通常除外される。
【０００３】
　米国特許第５３６７９３７号明細書（ＵＳ－Ａ－５３６７９３７）から、ハーモニカの
リードセルから分離された１つまたは複数のバルブセルを使用することが知られている。
逆止め弁が、リードプレートおよびリードの外部に取り付けられている。口の外に配置さ
れた、各マウスピース開口に付随している２つのバルブセル、リードセルおよびリードプ
レートを設けることができる。空気がハーモニカ内に吹気されると、ブローバルブセルお
よびブローバルブが、吸気された空気がブローリードおよびブローエネブラリードを通っ
て流れることができるようにする一方、それと同時に、ブローバルブセルおよびブローバ
ルブが、吸気された空気流がブローリードおよびブローエネブラリードを通過するのを防
止する。
【０００４】
　ハーモニカのこの公知の設計は、３つの別個の本体を２つのリードプレートと組み立て
ることを必要とする。これら３つの本体、コーム、ブロープラットホームおよびドロープ
ラットホームは、本質的に３つの別個の本体である。このハーモニカを、コームを有する
がバルブプラットホームを有しないハーモニカと比較すると、この設計は、加工費、およ
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び組立て費の両方において、生産するのが比較的高価であることになる。また、コーム、
ブロープラットホーム、ドロープラットホームおよび各リードプレートの間の４つの接合
面が、空気損失の影響を受けやすいかなりの領域を生み出す。コームと２つのリードプレ
ートの間の２つの接合面しか有しない標準的なハーモニカは、このハーモニカよりもかな
り空気損失の影響を受けにくい。既存の４つの接合面のいずれかを通るこのような空気損
失は、音量および演奏を減少させる結果となる。リードと外気の間に外部バルブセルを配
置することもまた、ビブラートリードの倍音の振幅を減少させる。演奏者が、その手を丸
めてハーモニカを覆うことによって、必要に応じてビブラートリードの倍音の振幅を減少
させることができるため、共振倍音を生成するハーモニカは、共振倍音を欠くハーモニカ
よりも一般的に好ましい。
【０００５】
　リードと外気との間に配置された逆止め弁を有するハーモニカの欠点は、次のようであ
る。
　（ａ）標準的なクロマチックハーモニカおよび標準的な倍音ハーモニカでリードバルブ
とリードが極めて近接していることによって、特に高ピッチリードで音量および共振が減
少する。
【０００６】
　（ｂ）外部バルブセルを組み込んだハーモニカは、１つではなく３つのコームを必要と
し、外部バルブセルがない、１つのコームを有するハーモニカと比較して生産するのに費
用がかかることがある。
　（ｃ）外部バルブセルを組み込んだハーモニカは、外部バルブセルのないハーモニカと
比較して高い空気損失を受ける。
【０００７】
　（ｄ）外部バルブセルを組み込んだハーモニカは、外部バルブセルのないハーモニカと
比較して、共振倍音で不完全な音色を生成する。
　米国特許第５３６７９３７号明細書（ＵＳ－Ａ－５　３６７　９３７）は、バルブプラ
ットホームに取り付けられた逆止め弁を使用し、それによって、音域および音量を改善す
るために、それぞれの中央セルに付随している２つのタイプのバルブセル、すなわち、ハ
ーモニカのコームおよびリードプレートの外部のバルブセルを作成する。第１のセットの
バルブセル、ブローバルブセルは、空気がハーモニカ内に吹入されるとき駆動されるバル
ブを含む。第２のセットのバルブセル、ドローバルブセルは、空気がハーモニカから吸出
されるときに駆動されるバルブを含む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　改良された性能および音色と単純化された構造を有するハーモニカコームを提供するこ
とが、本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求項１によって解決される。
　それによると、逆止め弁が、マウスとリードの間に配置されたスロットを覆って取り付
けられ、それによって、内部バルブセル、すなわちコーム内のバルブセルを形成し、性能
および音色のさらなる改善を提供している。２つの外部バルブセルの代わりに単体の内部
バルブセルを採用することは、機密性能を改善し、全てのリードを振動が外気と直接接触
するコームの外側に配置することを可能にし、構成部品の必要数を減少させることによっ
て構造を単純化する。
【００１０】
　したがって、いくつかの利点が達成される。
（ａ）標準的なクロマチックおよびダイアトニックハーモニカのリードバルブの負の音色
の影響が、リードバルブをリードの極めて近傍から除去することによって低減される。
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（ｂ）バルブセルを組み込んだハーモニカの製造コストが低下する。
（ｃ）バルブセルを組み込んだハーモニカ内の空気損失の量が減少する。
（ｄ）バルブセルを組み込んだハーモニカ内の倍音の共振が増加する。
【００１１】
　本発明のさらなる実施形態を以下の説明および頭記の請求項で説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　最終アセンブリにあるときの一般的なテンセルハーモニカを示す図１で、２部式コーム
が互い接合されている。接合されたコーム部片は、前側面６０、上部隣接側面６１、低部
隣接側面６２、背面（図１に図示せず）、低ピッチ端部６４および高ピッチ端部６５を備
えるほぼ矩形のコーム本体１２を形成している。コーム１２の厚さは、通常前部６０から
背部のほうが上部６１から底部６２よりも厚い。上部部片１０と下部部片１１が接合され
た後、バルブセル４９が、コームの長手方向本体に沿って中央に作成される。バルブセル
４９は、コーム１２に沿ってある間隔を空けて示されたセル壁群３７によって分割されて
いる。コームの上部部片１０の長手方向部分は、コーム１２内のブローバルブプラットホ
ーム３９を形成している。上部セル壁面延長部６６は、コームの隣接する側面に沿って離
隔されたブローリード／ブローエネブラリードセル４７を作成し、各ブローリード／ブロ
ーエネブラリードセル４７は、ブローバルブプラットホーム３９の一部を共有している。
ブローリード／ブローエネブラリードバルブスロット２３’は、ブローバルブプラットホ
ーム３９内の開口であり、空気用の通路が各バルブセル４９とそれに付随するブローリー
ド／ブローエネブラリードセル４７の間を流れることを許している。ブローリード／ブロ
ーエネブラリードバルブ１９’は、その端部の一方で、各ブローブローリード／ブローエ
ネブラリードバルブスロット２３’に固定される。ブローバルブプラットホーム３９’上
でのブローリード／ブローエネブラリードバルブ１９’の位置調整は、したがって、コー
ム１２内のバルブを移動させ、それによって本発明を従来技術から特徴付ける。ブローリ
ード／ブローエネブラリードリードバルブ１９’のこの位置調整は、バルブのブローリー
ドからの分離を提供する。バルブは、上部隣接側面６１上のコーム１２の外側のリードプ
レート（図１に示す）上に取り付けられ、それによって、従来技術のリードバルブの負の
音色の影響を低減し、倍音の共振を増加させる。ブローリード／ブローエネブラリードバ
ルブ１９’をコーム内に位置決めすることによって、バルブを有する従来技術のハーモニ
カよりも必要な部品が少なく、それによって構成部品間の空気損失がより少ないという追
加の利点を提供し、製造コストを低下させる。
【００１３】
　コームの下部部片１１の長手方向部分は、コーム１２内のドローバルブプラットホーム
４０を形成している。セル壁面延長部６７は、コーム１２の底部隣接側面６２に沿って離
隔されたドローリード／ドローエネブラリードセル４８を作成している。各ドローリード
／ドローエネブラリードセル４８は、ドローバルブプラットホーム４０の一部を共有して
いる。ドローリード／ドローエネブラリードバルブスロット２５’は、空気が各バルブセ
ル４９とそれに付随するドローリード／ドローエネブラリードセル４８の間を流れるため
の通路を許すドローバルブプラットホーム４０内の開口である。ドローリード／ドローエ
ネブラリードバルブ２１’は、その端部の一方で各ドローリード／ドローエネブラリード
バルブスロット２５’に固定される。ドローバルブプラットホーム４０上でのドローリー
ド／ドローエネブラリードバルブ２１’の位置調整は、したがって、コーム１２内のバル
ブを移動させる。それによって本発明は従来技術から特徴付けられている。このドローリ
ード／ドローエネブラリードバルブ２１’の位置調整は、底部隣接側面６２の上のコーム
１２の外部のリードプレート（図１では図示せず）に取り付けられる、バルブのドローリ
ードからの分離を提供し、それによって、従来技術のハーモニカのリードバルブの負の全
体効果を低減させ、倍音の共振を増加させる。ドローリード／ドローエネブラリードバル
ブ２１’をコーム内で位置調整することによって、バルブセルを有する従来技術のハーモ
ニカよりも少ない構成部品を必要とし、それによって、構成部品間の空気損失が少ないと
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いう追加の利点を提供し、製造コストを低下させる。
【００１４】
　上部コーム部片１０および下部コーム部片１１は、通常、木またはプラスチックで製造
されている。コーム構造に使用されている典型的なプラスチックは、ＡＢＳである。ＡＢ
Ｓの弾性は、２つの部片がねじ（図１では図示せず）によって互いに固定され、それによ
って気密な継手を形成するように指定することができる。別法として、部片を接着剤また
はその他の一般的に周知の手段によって固定することができる。
【００１５】
　ブローリード／ブローエネブラリードバルブ１９’およびドローリード／ドローエネブ
ラリードバルブ２１’は、通常、マイラー、ＰＶＣまたは任意の薄い弾力性の非透過材料
のプラスチックで製造される。
　図２は、図１の平面２－２によって示したコーム１２の断面図であり、最初の３つのセ
ル、すなわちハーモニカコーム１２の最も低いピッチのリードのためのセルの約半分を示
し、それに取り付けられたリードプレートを示す図である。コーム上側部片１０と下側部
片１１の間の分岐を示す分離線７０が示されている。コーム１２の上側部片１０は、その
中心にバルブセル４９を有し、コームの一体型のブローバルブプラットホーム３９は、バ
ルブセル４９のための天井を形成している。コーム１２の下側部片１１は、バルブセル４
９のための床を形成している一体型のドローバルブプラットホーム４０を備える。図２の
ように接合されたとき、コームの上側部片１０と下側部片１１は、セル壁面３７とともに
、コーム１２の中央部分にバルブセル４９を形成する。セル壁面６６の頂部延長部および
ブローバルブプラットホーム３９は、ブローリード／ブローエネブラリードセル４７を作
成する。コーム１２の上側部片１０の最上部隣接側面６１は、ブローリード／ブローエネ
ブラリードプレート９と気密嵌合で固定されている。セル壁面６７の底部延長部とドロー
バルブプラットホーム４０は、ドローリード／ドローエネブラリードセル４８を作成して
いる。コーム１２の下側部片１１の底部隣接側面６２は、ドローリード／ドローエネブラ
リードプレート８気密嵌合で固定されている。
【００１６】
　図２はさらに、ブローバルブプラットホーム３９内に形成されたブローリード／ブロー
エネブラリードバルブスロット２３’を示している。ブローリード／ブローエネブラリー
ドバルブスロット２３’は、バルブセル４９とブローリード／ブローエネブラリードセル
４７の間の空気通路を提供する。ブローバルブプラットホーム３９の上側面に、ブローリ
ード／ブローエネブラリードバルブ１９’が取り付けられており、ブローリード／ブロー
エネブラリードバルブ１９は、接着線３６’によって示した一方の端部がブローバルブプ
ラットホーム３９に取り付けられ、その反対側の端部が自由である。ブローリード／ブロ
ーエネブラリードプレート９は、コーム１２の頂部隣接側面６１に固定され、一方の端部
にリベット１７によって固定されたブローリード１８を備える。
【００１７】
　図２の下側部分は、ドローリード／ドローエネブラリードバルブ２１’を示している。
ドローバルブプラットホーム４０の上側面、ドローリード／ドローエネブラリードバルブ
スロット（図２では図示せず）のすぐ上方に、ドローリード／ドローエネブラリードバル
ブ２１’が取り付けられ、ドローリード／ドローエネブラリードバルブ２１’は、コーム
３６’によって示す一方の端部が、ドローバルブプラットホーム４０に取り付けられ、一
方の端部が自由である。ドローリード／ドローエネブラリードプレート８は、コーム１２
の底部隣接側面６２に固定され、一方の端部にリベット１７によって固定されたドローリ
ード２０を備える。
【００１８】
　空気が、図２に示すバルブセル４９のマウスピース開口３８内に吹き込まれると、ブロ
ーリード／ブローエネブラリードバルブ１９’が、バルブセル４９内の高い圧力に応答し
て開放し、ドローリード／ドローエネブラリードバルブ２１’は閉鎖したままに保持され
る。ブローリード／ブローエネブラリードバルブスロット２３’および開いたブローリー
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ド／ブローエネブラリードバルブ１９’を通過する空気は、ブローリード／ブローエネブ
ラリードセル４７内を通過し、次にブローリード１８を通って、ブローリード１８を振動
させ、音楽的な音色を作成する。図２には示されていないが、ブローエネブラリードをブ
ローリード／ブローエネブラリードプレート９に取り付けることができ、このブローエネ
ブラリードは、ハーモニカ演奏者が空気を吹き込み、彼の口および喉を音色の変化に適し
た共振周波数に調節することに応答して、振動を生じさせることができる。
【００１９】
　図３は、図１の平面３－３によって示したコーム１２の断面図であり、最後の３つのセ
ル、すなわちハーモニカコーム１２の最も高いピッチのリードのためのセルの約半分を示
し、それに取り付けられたリードプレートを示す図である。バルブセル４９が、ブローバ
ルブプラットホーム３９とドローバルブプラットホーム４０の間に配置されている。ドロ
ーリード／ドローエネブラリードバルブスロット２５’は、バルブセル４９とドローリー
ド／ドローエネブラリードセル４８の間の空気通路を形成している。可撓性のドローリー
ド／ドローエネブラリードバルブ２１’が、接着線３６’でドローバルブプラットホーム
４０上側表面に固定されている。
【００２０】
　空気が、図３に示すバルブセル４９のマウスピース開口３８から引き込まれると、ドロ
ーリード／ドローエネブラリードバルブ２１’がバルブセル４９内の低い圧力に応答して
開放し、ブローリード／ブローエネブラリードバルブ１９は、閉鎖したままに保持される
。ドローリード／ドローエネブラリードバルブスロット２５’および開いたドローリード
／ドローエネブラリードバルブ２１’を通過する空気は、ドローリード／ドローエネブラ
リードセル４８から排気され、それによってドローリード２０を通る空気を外側へ押しや
り、ドローリード２０を振動させ、音楽的な音色を作成する。図３には示されていないが
、ドローエネブラリードをドローリード／ドローエネブラリードプレートに取り付けるこ
とができ、このドローエネブラリードは、ハーモニカ演奏者が空気を吸い込み、彼の口お
よび喉を音色の変化に適した共振周波数に調節することに応答して、振動を生じさせるこ
とができる。
【００２１】
　図４は、図１の平面４－４によって示した、図１のハーモニカコームの上側部片１０の
透視図である。上側部片１０は、通常、木から加工される、またはプラスチックから成形
される。上側部片１０は、前部側面６０、頂部隣接側面６１、後部側面６３、および図４
の左側の低ピッチ端部６４と、図４の右側の高ピッチ端部６５とを有する２つの端部とを
備える細長いほぼ矩形の本体である。１連のブローリード／ブローエネブラリードセル４
７が、頂部隣接側面６１内に成形されている。各ブローリード／ブローエネブラリードセ
ル４７は、各セルの底部にブローバルブプラットホーム３９を備える。ブローリード／ブ
ローエネブラリードバルブスロット２３’は、各ブローリード／ブローエネブラリードセ
ル４７の底部に配置されたブローバルブプラットホーム３９を通って形成されている。ブ
ローリード／ブローエネブラリードバルブ１９’は、各ブローリード／ブローエネブラリ
ードバルブスロット２３’の上方に配置され、一方の端部がブローバルブプラットホーム
３９に固定され、他方の端部は固定されず、移動が自由である。１連のセル壁面３７が、
コームの上側部片１０の下側表面に沿って離隔されている。壁面３７の各対は、前側面６
０のほうへ開き、背部が閉じている、上側チャネル８０を画定している。のちに上側部片
１０が下側部片１１（図４では図示せず）と整列され、固定されるとき、上側部片１０の
上側チャネル８０および下側部片１１の下側チャネル８１（図４では図示せず）が結合し
てバルブセルを形成する。
【００２２】
　図５は図１の平面５－５で示す、図１のハーモニカコームの下側部片１１の透視図であ
る。下側部片１１は、通常、木から加工される、またはプラスチックから成形される。下
側部片１１は、前部側面６０、頂部隣接側面６１、後部側面６３、および図５の左側の低
ピッチ端部６４と、図５の右側の高ピッチ端部６４とを有する２つの端部とを備える細長



(8) JP 4052946 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

いほぼ矩形の本体である。１連のドローリード／ドローエネブラリードセル４８が、底部
隣接側面６２（図５では図示せず）内に成形され、１連の下側チャネル８１が、下側部片
の頂部内に成形されている。ドローバルブプラットホーム４０が、各下側チャネル８１の
底部に備えられている。ドローリード／ドローエネブラリードバルブスロット２５’が、
下側チャネル８１の底部に配置されたドローバルブプラットホーム４０を通って形成され
ている。ドローリード／ドローエネブラリードバルブ２１’は各ドローリード／ドローエ
ネブラリードバルブスロット２５’の上方に位置調整され、一方の端部がドローバルブプ
ラットホーム４０に固定され、他方の端部は固定されず、移動が自由である。１連のセル
壁面３７が、コームの下側部片１１の上側表面に沿って離隔されている。セル壁面３７の
各対は、前側面６０のほうへ開き、背部が閉じている、下側チャネル８１を画定している
。のちに下側部片１１が上側部片１０（図５では図示せず）と整列され、固定されるとき
、上側部片１０の上側チャネル８０および下側部片１１の下側チャネル８１が結合してバ
ルブセルを形成する。
【００２３】
　図１、２、３、４および５は、各リードセルに隣接する２つのリードと、各マウスピー
ス開口に付随している４つのリードを有するように設計された、好ましい実施形態を示し
ている。この実施形態は、ベンディングハーモニカならびに倍音およびトレモロハーモニ
カに適している。
　第２の実施形態は、各リードセルに隣接する１つのリードと、４つのリードセルと、各
マウスピース開口に付随している４つのリードとを有する。これら４つのリードのうちの
２つをブローリード、他の２つがドローリードにすることができる。この第２の実施形態
は、クロマチックハーモニカに組み込むことができ、同じマウスピース開口に付随してい
る他の２つのリードを遮蔽しながら、１つのブローリードと１つのドローリードを選択す
ることを可能にするクロマチックハーモニカスタイルのスライド装置の追加を含むことが
できる。第２の実施形態は、内部バルブセルの音色上の利点を提供し、リードプレートに
取り付けられた標準的なリードバルブによって作成される欠点なしで、最高ピッチのセル
のものを含めて、リードバルブをリードごとに付随させて使用することを可能にするであ
ろう。
【００２４】
　第３の実施形態は、各リードセルに隣接した１つのリードと、２つのリードセルと、各
マウスピース開口に付随した２つのリードとを有する。この実施形態は、組み込むことが
できる。標準的な全音階ハーモニカに組み込むことができ、リードプレートに取り付けら
れた標準的なリードバルブによって作成される欠点のない、内部バルブセルおよびリード
バルブを備えるハーモニカの利点を提供する。
【００２５】
　したがって、本発明のハーモニカコームを組み込んだハーモニカは、米国特許第５，３
６７，９３７号に記載の、ベンディングハーモニカの音色および性能を改良する、ならび
に標準的な１０セル、２０リード全音階ハーモニカ、標準的なトレモロハーモニカ、標準
的なオクターブハーモニカおよび標準的なクロマチックハーモニカを改善する、ために使
用することができる。さらに、本発明のハーモニカコームを組み込んだハーモニカは、次
のさらなる利点を有する。
（ａ）リードバルブがリードの極めて近傍にないようにすることによって、標準的なクロ
マチックおよびダイアトニックハーモニカ内のリードバルブの全体的な効果を減少させる
。
（ｂ）ドローバルブプラットホームとブローバルブプラットホームを単一のコームと結合
することによってバルブセルを組み込んだハーモニカの製造コストを低下させる。
（ｃ）空気損失が生じやすい必要な構成部品の数を減少させることによって、バルブセル
を組み込んだハーモニカ内での空気損失を減少させる。
（ｄ）リードプレートの内部にバルブセルを配置し、それによってリードと外気の間の直
接の接触を提供することによってバルブセルを組み込んだハーモニカ内の倍音の共振を増



(9) JP 4052946 B2 2008.2.27

10

加させる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図２および図３の２部式ハーモニカコームの平面１－１によって示された断面の
正面立面図である。リードプレートは図２および図３に含まれているが、図１からは除か
れている。
【図２】図１の平面２－２によって示した断面図である。
【図３】図１の平面３－３によって示した断面図である。
【図４】図１の平面４－４によって示した、図１の２部式ハーモニカコームの上部断面の
透視図である。
【図５】図１の平面５－５によって示した、図１の２部式ハーモニカコームの下部断面の
透視図である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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