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(57)【要約】
楽器のパッドを持ち上げてパッドを乾燥させ、パッドお
よび楽器の本体の周りの空気流を増加させるシステムを
開示する。配置機構および保持機構を含むベントスパナ
装置は、パッドとそれに対応するベントとの間に配置さ
れ、空気ギャップを生成する。パッド支柱は、キー機構
に当接して、またはキー機構および／または本体の間に
配置され、パッドを持ち上げて対応するベントを封止す
るのを防ぐ。連結機能は、１つ以上のベントスパナ、パ
ッド支柱、端部ピース、キー機構、または本体を接続し
、格納を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽器用のベントスパナであって、
　前記楽器の本体のベントに接触し、かつ前記ベントを封止するためのパッドを持ち上げ
るように構成されたベントスパナ部を含み、前記ベントスパナ部は、配置機構および保持
機構の１つ以上を含み、前記ベントスパナ部は、前記パッドが前記ベントを封止するのを
防ぎ、前記パッドおよび本体の周囲の空気流を増加させるように構成される、ベントスパ
ナ。
【請求項２】
　前記ベントスパナ部が、第１の表面および前記第１の表面と実質的に対向する第２の表
面を含み、前記配置機構が、前記第１の表面および前記第２の表面の１つ以上の視覚イン
ジケータのうちの１つ以上、前記第１の表面および前記第２の表面の１つ以上の全てまた
は一部上のテクスチャ加工されたパターン、および前記第１の表面および前記第２の表面
の１つ以上の全てまたは一部の１つ以上の凸状または凹状領域を含む、請求項１に記載の
ベントスパナ。
【請求項３】
　前記１つ以上の凸状領域が、前記パッドおよび共振器のうちの１つ以上の一部と係合す
るように配置された突起を含む、請求項２に記載のベントスパナ。
【請求項４】
　前記１つ以上の凸状領域が突起を含み、前記突起の位置が前記第１の表面に沿って移動
可能である、請求項３に記載のベントスパナ。
【請求項５】
　前記第１の表面が、前記第１の表面に形成されるスロットを含み、この中に前記突起が
移動可能に配置される、請求項４に記載のベントスパナ。
【請求項６】
　前記第２の表面上に保持機構をさらに含み、前記第２の表面が前記スロットをさらに含
み、前記保持機構が前記ベントと係合するための少なくとも１つの突起を含み、前記少な
くとも１つの突起が、前記スロット内で移動可能に配置可能である、請求項５に記載のベ
ントスパナ。
【請求項７】
　前記突起が前記第１の表面に取り外し可能に接続される、請求項３に記載のベントスパ
ナ。
【請求項８】
　前記突起が、複数の交換可能な突起を含み、各突起が異なるサイズである、請求項７に
記載のベントスパナ。
【請求項９】
　前記突起がバネを含む、請求項３に記載のベントスパナ。
【請求項１０】
　前記ベントスパナ部が、第１の表面と、前記第１の表面と実質的に対向する第２の表面
とを含み、前記保持機構が、前記第１の表面および前記第２の表面の１つ以上の全てまた
は一部上の１つ以上のテクスチャ加工されたパターン、前記第１の表面および前記第２の
表面のうちの１つ以上の全てまたは一部上の１つ以上の凸状または凹状領域、前記ベント
スパナが前記ベントと前記パッドとの間に滑り出ることを防ぐために前記ベントに十分な
摩擦を加える前記第１の表面および前記第２の表面の１つ以上を構成する前記第１の表面
および前記第２の表面のうちの１つ以上を形成する材料、前記ベントスパナが前記ベント
と前記パッドとの間に滑り出ることを防ぐために前記ベントに十分な摩擦を加える前記第
１の表面および前記第２の表面の１つ以上を構成する前記第１の表面および前記第２の表
面のうちの１つ以上をコーティングする材料を含む、請求項１に記載のベントスパナ。
【請求項１１】
　前記ベントスパナ部が第１の表面および第２の表面を含み、前記第１の表面および前記
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第２の表面が、前記ベントスパナ部の長さに沿った側部を有し、第１の表面が、前記第１
の表面の全てまたは一部に沿った凸状領域を含み、前記第１の表面および前記第２の表面
の一方または両方の側部が、前記保持機構として前記ベントに係合するように構成されて
いる、請求項１に記載のベントスパナ。
【請求項１２】
　前記ベントスパナ部に接続されたハンドルをさらに含む、請求項１に記載のベントスパ
ナ。
【請求項１３】
　前記保持機構が、ベントに係合し、前記ベントスパナ部を前記ベントに対して配置する
ように構成されている、請求項１に記載のベントスパナ。
【請求項１４】
　前記ベントスパナ部がベント対向表面を含み、前記保持機構が、前記ベントの壁の内側
または外側になるように前記ベント対向表面上に配置された１つ以上の凸状領域を含む、
請求項１１に記載のベントスパナ。
【請求項１５】
　前記ベントスパナ部がベント対向表面を含み、前記保持機構が前記ベント対向表面の少
なくとも１つに凹状領域を含む、請求項１１に記載のベントスパナ。
【請求項１６】
　前記ベントスパナ部または前記ベントスパナ部に接続されたハンドルのいずれかに接続
されるように構成された連結機構をさらに含む、請求項１に記載のベントスパナ。
【請求項１７】
　前記連結機構が、紐、ストラップ、コード、チェーン、ビーズコード、または剛性部材
を含む、請求項１６に記載のベントスパナ。
【請求項１８】
　前記連結機構が、追加のベントスパナ、パッド支柱、端部ピース、キー機構、および前
記楽器の前記本体のうちの１つ以上に接続される。請求項１６に記載のベントスパナ。
【請求項１９】
　前記連結機構が、少なくとも部分的にテクスチャ加工された表面を含む、請求項１６に
記載のベントスパナ。
【請求項２０】
　前記連結機構が格納領域を含む、請求項１６に記載のベントスパナ。
【請求項２１】
　前記ベントスパナ部が長さに沿って厚さが変化する、請求項１に記載のベントスパナ。
【請求項２２】
　前記ベントスパナが格納領域を含む、請求項１に記載のベントスパナ。
【請求項２３】
　楽器のパッド支柱であって、
　前記楽器のキー機構または前記楽器の前記キー機構および本体と接触して配置されると
き、前記楽器の一部以外の構造体を含み、前記キー機構が、前記キータッチを含まず、少
なくとも１つのパッドと前記少なくとも１つのパッドに対応する前記楽器の前記本体のベ
ントとの間に空気ギャップを生成するのに十分な前記キー機構に接続された前記少なくと
も１つのパッドを持ち上げるのに十分な構造的支持を提供し、前記楽器の保管または移動
中に前記少なくとも１つのパッドを実質的に固定された開位置に維持する、パッド支柱。
【請求項２４】
　前記構造体が先細になっている、請求項２３に記載のパッド支柱。
【請求項２５】
　前記構造体が、実質的に対向する長手方向の平坦表面と、実質的に直交する対向する先
細側部とを含む、請求項２３に記載のパッド支柱。
【請求項２６】
　前記構造体が、先端部、突合せ部および中間部を含み、前記中間部の実質的に対向する
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側部に小さな半径および大きな半径を生成するように湾曲している、請求項２３に記載の
パッド支柱。
【請求項２７】
　前記構造体が、前記中間部の前記実質的に対向する湾曲した側部に直交する、実質的に
対向する平坦な側部をさらに含む、請求項２６に記載のパッド支柱。
【請求項２８】
　前記構造体の前記材料が、切断、成形、印刷およびスタンピングのうちの１つ以上から
形成される前記構造体に基づく、請求項２３に記載のパッド支柱。
【請求項２９】
　前記構造体が先端部、突合せ部および中間部を含み、前記突合せ部が実質的に湾曲して
いる、請求項２３に記載のパッド支柱。
【請求項３０】
　前記構造体が、先端部、突合せ部および中間部を含み、前記突合せ部が、凹状ネックに
よって前記楽器の前記本体から分離されてボタントップを形成する、請求項２３に記載の
パッド支柱。
【請求項３１】
　前記ボタントップが、１つ以上の実質的にドーム形状であり、表面接触および機械的摩
擦を増加させるためにテクスチャ加工されている、請求項３０に記載のパッド支柱。
【請求項３２】
　連結機構が前記凹状ネックと係合し、前記パッド支柱を、別のパッド支柱、ベントスパ
ナ、端部ピース、前記キー機構または前記楽器の前記本体の１つ以上に接続する、請求項
３０に記載のパッド支柱。
【請求項３３】
　前記構造体が、
　前記楽器の前記本体と接触する基部、
　前記基部から上方に延びる中間部分、
　前記キー機構の下に置かれたときに前記キー機構の上昇位置を支持するヘッドを含む、
請求項２３に記載のパッド支柱。
【請求項３４】
　前記ヘッドが湾曲しており、前記キー機構を前記湾曲内に保持するように構成されてい
る、請求項３３に記載のパッド支柱。
【請求項３５】
　前記基部が吸引カップを含む、請求項３３に記載のパッド支柱。
【請求項３６】
　前記構造体が、前記構造体の壁によって形成された１つ以上の内部開口部を含む、請求
項２３に記載のパッド支柱。
【請求項３７】
　１つ以上の除湿剤および芳香剤が前記１つ以上の内部開口部に格納される、請求項３６
に記載のパッド支柱。
【請求項３８】
　前記構造体が、内部の中空格納領域を含む、請求項２３に記載のパッド支柱。
【請求項３９】
　取り外し可能なキャップのねじまたは張力が前記構造体内に嵌合する、請求項３８に記
載のパッド支柱。
【請求項４０】
　前記構造体の１つ以上の表面がテクスチャ加工を含む、請求項２３に記載のパッド支柱
。
【請求項４１】
　前記構造体がＬ字型である、請求項２３に記載のパッド支柱。
【請求項４２】
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　連結機構が前記構造体と係合し、前記パッド支柱を、別のパッド支柱、ベントスパナ、
端部ピース、前記キー機構、および前記楽器の前記本体の１つ以上に接続する、請求項２
３に記載のパッド支柱。
【請求項４３】
　前記連結機構が、紐、ストラップ、コード、チェーン、および剛性部材のうちの１つ以
上を含む、請求項４２に記載のパッド支柱。
【請求項４４】
　前記連結機構が、少なくとも部分的にテクスチャ加工された表面を含む、請求項４２に
記載のパッド支柱。
【請求項４５】
　前記連結機構が格納領域を含む、請求項４２に記載のパッド支柱。
【請求項４６】
　前記連結機構が、前記楽器の前記本体の少なくとも一部と係合し、かつ前記キー機構に
係合するように前記構造体を配置するように構成された部材を含む、請求項４２に記載の
パッド支柱。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１６年３月１４日に出願された米国仮特許出願第６２／３０７，７１３
号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に、楽器、特に管楽器の分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
　サクソフォン、クラリネット、トランペット、フルート、バスーン、オーボエ、トロン
ボーンなどの強制空気によって音を発生させる楽器には、ミュージシャンがキー機構を介
して開閉して、ミュージシャンの息から楽器を通過する水分や空気の流れを制御するベン
トがある。これらのベントの名称は、「トーン穴」、「キーパッド」、「バルブキー」、
「水キー」、「排水バルブ」、「ウィスパーキー」などさまざまである。本開示の目的の
ために、これらの開口部を単にベントと呼ぶ。
【０００４】
　ミュージシャンは、キー機構を操作するためにキータッチを利用して、１つ以上のベン
トで開閉する１つ以上のパッドを上下させて封止を形成する。楽器が演奏されていないと
き、パッドの一部は開位置にあり、パッドの一部は閉位置にある。本開示の目的のために
、この構成はパッドの通常の位置と呼ぶ。例えば、アルト・サクソフォンの低Ｄシャープ
ベントのパッドの通常の位置は閉じられている、すなわち通常は閉じられており、フルー
トのＧベントのためのパッドの通常の位置は開いている、すなわち通常は開いている。パ
ッドは、通常皮革または皮革様の材料で作られ、閉じたときに対応するベントを覆い、し
っかりと密封する。ベントを密封するパッドの接触面積は「シート」と呼ぶ。
【０００５】
　楽器が演奏されると、水分および細菌がパッドおよびベントの周りに集まる。パッドの
通常位置がベントで閉じられると、パッドおよびベントは水分および細菌をより迅速に収
集する。その結果、通常ベントで閉じたままのパッドは、ミュージシャンがパッドを閉じ
るまで通常開いたままであるように設計されたパッドよりも頻繁に劣化し、粘着する。閉
じたベントは開いたベントよりも速く劣化し、楽器の腐食性の損傷および高価な修理につ
ながる。粘着性のパッドは機械的な不具合を引き起こし、ミュージシャンが楽器を使用す
るのを妨げ、演奏可能な音楽の質に影響を与える可能性がある。　したがって、ミュージ
シャンは、通常は開いているパッドよりも閉じているパッドを頻繁に交換する必要がある
。
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【０００６】
　一部のミュージシャンは、パッドを空気にさらすのを促すために、サックスサクソフォ
ンやクラリネットなどの管楽器のマウスピースのリードをベントとパッドの間に配置する
。リードは、通常、茎または他の細かい木目から切り取られ、１つの平らな側部および１
つの輪郭側部がある。輪郭側部の一端は薄い終点まで傾斜してヴァンプを形成し、他の側
部はマウスピースのリガチャークランプ機構に一致するようにその長さに沿って丸くされ
る。ヴァンプの勾配のために、リードをベント穴に適切に配置／センタリングし、その位
置を維持することが困難になる可能性があるが、これは楽器の動きによりリードがベント
壁との接触を失い、ベント開口部に落ちたり、パッドシートに触れたりして損傷を引き起
こす可能性があるからである。リードの平らな側部によっても、パッドとベントとの間で
リードが滑ったり落ちたりする。リードの滑らかな表面によって、演奏者にとってリード
がより快適になって口に入れることができ、また滑りを促進する。リードは湿気を保持す
ることができる多孔性の茎で作られ、乾燥を促進せず、細菌の増殖を促進することがある
。
【０００７】
　米国特許第７，４３９，４３０号は、リードに対する代替の解決策、すなわち、楽器の
本体の周りを包む第１の端部と、ミュージシャンが異なる音を演奏するために使用する指
のコントロールであるキータッチ時に押下する第２の端部とを有する可撓性ワイヤを説明
している。キータッチを押下することによって、通常閉じているキータッチに対応するパ
ッドは、第２の端部によって加えられる圧力に等しい量だけ強制的に開放される。可撓性
ワイヤは、一部の楽器の一部のキータッチで機能するが、多くの楽器では、第１の端部が
本体の周りを包み、キータッチを押さえたままにするのに十分な圧力を第２の端部に加え
ることもできるキー機構があまりに多いので、複数の異なる楽器で使用できる普遍的な解
決策ではない。さらに、使用していないときはしっかりと詰め物が入ったケース内に収ま
るように設計されている楽器の全周を越えてワイヤが延びるので、ワイヤを取り付けた状
態で楽器をケースに安全に置くことができない。さらに、ワイヤの接触および圧力点のた
めに、時間の経過とともに装置の仕上げに対する摩耗損傷が生じることがある。
【発明の概要】
【０００８】
　本開示は、パッドが対応するベントを封止するのを防ぎ、乾燥を可能にするようにベン
トを形成するパッドおよび本体周囲の空気流を増加するために楽器のパッドを持ち上げる
システムを記載する。１つのシステムは、パッドとそれに対応するベントとの間に配置さ
れたベントスパナ装置であり、空気がパッドを横切って楽器内に流れるように空気ギャッ
プを作成する。ベントスパナは、ベントスパナバーまたはベントスパナ部と、配置機構お
よび／または保持機構のうちの１つ以上とを備える。配置機構は、中心位置を視覚的に識
別し、および／または中心位置を機械的に保証するベントセンタリング機構を含むことが
できる。保持機構は、ベントおよび／またはパッドおよび／または共振器と係合し、パッ
ドを持ち上げたままベントスパナの位置および安定性を維持する。保持機構は、凸状また
は凹状領域、構造的形状、接着剤などを含む。ベントスパナは、パッドまたは共振器に接
触するベントスパナ部上の突出したまたは他の凸状領域あるいは凹状領域を有してもよく
、パッドのシートとの接触を避けるために、ベントセンタリング機構によって配置されて
もよい。ベントスパナ装置の変形としては、異なる形状および構成、交換可能な可動突起
、操作しやすいハンドルなどが挙げられる。ベントスパナは、パッドの下向きの力に耐え
るのに十分な任意の材料でできており、パッドとベントとの間の空気流を可能にする。ベ
ントスパナには、ベントスパナの材料上にコーティングされたまたは埋め込まれた抗菌剤
および抗微生物剤も含まれ得る。
【０００９】
　乾燥および空気流を可能にするためにパッドを持ち上げるための別のシステムは、パッ
ド支柱装置である。パッド支柱は、キー機構（キータッチ以外）に当接して配置されたと
きにパッドとベントとの間に空気ギャップを作り、またはキー機構と楽器の本体との間に
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空気ギャップを作る。パッド支柱の構造は、パッドがベントを封止するのを防ぎ、パッド
および本体の周りの空気流を増加させるように配置されたとき、十分な機械的摩擦を維持
し、固定されたままであるように設計される。このような設計には、様々な長手方向に先
細にされた湾曲パッド支柱、くさび形パッド支柱、松葉杖形パッド支柱、Ｌ字形パッド支
柱、本体のテノン、エンドピースまたは楽器の他の部分に連結されたくさび形の装置など
がある。パッド支柱は、接触摩擦を増加させるための凸状または凹状のテクスチャ加工、
窪んだネックおよびボタントップ、および格納のための空洞および／または内部中空領域
を有することができる。
【００１０】
　連結機構は、１つ以上のベントスパナおよび／またはパッド支柱を接続することができ
る。連結機構は、紐、ストラップ、コード、チェーン、ビーズコード、またはロッドなど
の剛性部材とすることができる。連結機構は、装置の格納にも役立つ。例えば、ストラッ
プは、ボタン付きのパッド支柱を収容するための穴を有していてもよく、また、連結機構
は、楽器の本体またはエンドキャップ、エンドプラグ、またはテノンキャップのような装
置を保持および／または装置に取り付けられるエンドピースに直接接続することができる
。連結機構、ベントスパナおよびパッド支柱は、個々にまたは集合的に、テクスチャ加工
された表面、抗菌性、抗／微生物性および／または除湿剤および他の薬剤を含むことがで
きる。別の変形例は、１つ以上のベントスパナを連結するフラットフィンガタブである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ベントスパナを複数の角度で示す。
【図２】傾斜ベントスパナ部を有するベントスパナを示す。
【図３】最小限の設計のベントスパナの上面図を示す。
【図４】最小限の設計のベントスパナの底面図を示す。
【図５】テナー・サクソフォンに適用した連結機構を有するベントスパナを示す。
【図６】クラリネットベントに適用されたベントスパナの上面図を示す。
【図７】クラリネットベントに適用されたベントスパナの側面図を示す。
【図８】配置機構と、ベント壁の内側に配置された凸状表面を有する保持機構とを有する
ベントスパナを示す。
【図９】配置機構と、ベント壁の外側に配置された凸状表面を有する保持機構とを有する
ベントスパナを示す。
【図１０】配置機構と、ベント開口部を取り囲む凹部を有する保持機構とを有するベント
スパナを示す。
【図１１】ベントの上に配置されたベントスパナの側断面図を示す。
【図１２Ａ】別の配置機構および保持機構を有するベントスパナの実施形態の端部断面図
を示す。
【図１２Ｂ】別の配置機構および保持機構を有するベントスパナの実施形態の端部断面図
を示す。
【図１２Ｃ】別の配置機構および保持機構を有するベントスパナの実施形態の端部断面図
を示す。
【図１２Ｄ】別の配置機構および保持機構を有するベントスパナの実施形態の端部断面図
を示す。
【図１２Ｅ】別の配置機構および保持機構を有するベントスパナの実施形態の端部断面図
を示す。
【図１３】金管楽器の水キーに適用されるベントスパナを示す。
【図１４】パッド支柱設計の多数の図を示す。
【図１５】中空領域を有するパッド支柱設計の上面図、側面図、および背面図を示す。
【図１６】テナー・サクソフォンに適用した連結機構を有するパッド支柱を示す。
【図１７】テナー・サクソフォンにおけるパッド支柱の向きの代替例を示す。
【図１８】テナー・サクソフォンにおけるパッド支柱の向きの別の代替例を示す。
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【図１９】アルト・サクソフォンの低Ｃシャープキーに適用したパッド支柱を示す。
【図２０】アルト・サクソフォンの低Ｃシャープキー上のパッド支柱の向きの代替例を示
す。
【図２１】アルト・サクソフォンの低Ｃシャープキー上のパッド支柱の向きの別の代替例
を示す。
【図２２】バス・クラリネットの低Ｇシャープキーに適用したパッド支柱を示す。
【図２３】バス・クラリネットの低Ｇシャープキー上のパッド支柱の向きの代替例を示す
。
【図２４】バス・クラリネットの高Ｇシャープキーに適用したパッド支柱を示す。
【図２５】ソプラノ・サクソフォンに適用した、連結機構を有するパッド支柱およびベン
トスパナを示す。
【図２６】オーボエに適用した可撓性の連結機構を有するパッド支柱を示す。
【図２７】オーボエに適用した剛性の連結機構を有するパッド支柱を示す。
【図２８】オーボエに適用した連結機構を有するパッド支柱を示す。
【図２９】パッド支柱がキー機構のみに当接する配置を示す。
【図３０】バネトップ配置機構および保持機構を示す。
【図３１】交換可能な配置機構の変形例を示す。
【図３２】交換可能な配置機構および交換可能な保持機構のためのカスタマイズ可能な位
置決めを有するベントスパナを示す。
【図３３Ａ】配置機構および共振器と係合する保持機構の１つ以上を有するベントスパナ
の実施形態を示す。
【図３３Ｂ】配置機構および共振器と係合する保持機構の１つ以上を有するベントスパナ
の実施形態を示す。
【図３４Ａ】ベントスパナの配置および保持のための２つの設計を示す。
【図３４Ｂ】ベントスパナの配置および保持のための２つの設計を示す。
【図３５】パッド支柱の指グリップのテクスチャ設計を示す。
【図３６】３Ｄ印刷のためのエキソ形状を有するパッド支柱設計を示す。
【図３７】松葉杖形のパッド支柱を示す。
【図３８】ボタントップパッドのパッド支柱設計およびボタン穴を有するストラップを示
す。
【図３９】キーアームの下に配置されたボタントップパッド支柱を示す。
【図４０】外面に沿った空洞を有するパッド支柱を示す。
【図４１】くさび形のパッド支柱を示す。
【図４２】エンドプラグに接続されたベントスパナおよび連結機構を示す。
【図４３】テノンキャップ上に格納されたパッド支柱を示す。
【図４４】輪郭付けされたパッド支柱と調整可能なパッド支柱ホルダとの連結を示す。
【図４５】Ｌ字形のパッド支柱とホルダとの連結を示す。
【図４６】先細パッド支柱の設計を示す。
【図４７】格納機構を有するパッド支柱設計を示す。
【図４８】フィンガータブ端部ピースの設計を示す。
【図４９】ボタン穴を有するパッド支柱設計を示す。
【図５０】磁気パッド支柱および連結機構の設計を示す。
【図５１】テクスチャリングおよび／またはファブリックを有する連結機構の設計を示す
。
【図５２】連結機構上に成形されたパッド支柱を示す設計である。
【図５３】パッド支柱および連結機構の設計を示す。
【図５４】単一のパッド支柱および連結機構の設計を示す。
【図５５】格納部を有するパッド支柱および連結機構の設計を示す。
【図５６】保持機構を有するおよび有さない持続可能な材料から製造され、配置機構とし
て機能する突起を有するおよび有さないベントスパナを示す。
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【図５７】端部ピースまたはテノンのための取外し可能な連結機構を有するくさび形のパ
ッド支柱を示す。
【図５８】オーボエのテノンに取り付けられた取外し可能な連結機構を有するくさび形の
パッド支柱を示す。
【図５９Ａ】オーボエのためのテノンキャップに取り付けられた取り外し可能な連結機構
を有するくさび形のパッド支柱を示す。
【図５９Ｂ】オーボエのためのテノンキャップに取り付けられた取り外し可能な連結機構
を有するくさび形のパッド支柱を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　用語：本開示で使用する様々な用語は、以下のように説明されるが、そのような用語は
、本開示に含まれる他の説明を有することができ、当技術分野において別の方法で説明さ
れ得る。ここに列挙されていない用語は、本開示で説明されている意味を有していてもよ
く、当技術分野において別の方法で説明されていてもよい。
【００１３】
　「本体」は、音の生成に使用される楽器の任意の部分、またはそれに沿って、またはそ
れを通って、音が共鳴および／または移動する表面を含む。本体は、強制空気および／ま
たは音の振動が流れる構造体を含む。本体は、例えば、マウスピース、ネック、本体管、
バルブ、ベント、ベル、弓、テノンなどを含むことができる。例えば、楽器がサクソフォ
ンである場合、楽器の本体には、リード、ネック、本体管、ベント、ボウおよびベルが含
まれる。
【００１４】
　「キー機構」には、本体、キータッチおよびパッドとは別に、キーカップおよび楽器の
一部を形成する他の全ての部分が含まれ、キータッチによって制御されるかキータッチに
よる制御を容易にする。キー機構は、通常、ベントの上のパッドの開放および／または閉
鎖を容易にするためにキーカップにキータッチを連結するが、支持および補助装置もキー
機構の定義に含まれる。例えば、楽器がサクソフォンである場合、キー機構は、リブ、ポ
スト、ロッド、アーム、キータブ、バネ、キーカップ、バンパー、ガード、フィート、レ
バー、補助レバー、レスト、譜面立てなど、キー機構の任意の部分に接続されたすべてを
含む。
【００１５】
　「キータッチ」には、音階を演奏して楽器を操作するためにミュージシャンが指で触れ
る、学生の運指図に一般的に示されている楽器の部分が含まれる。
【００１６】
　「キーカップ」は、パッドを保持するキー機構の部分を含む。
【００１７】
　「キーアーム」は、キーカップに接続された、またはパッドに直接接続されたキー機構
の部分を含むが、レバーに限定されない。
【００１８】
　「端部ピース」には、楽器に取り付けられる楽器の補助装置が含まれる。これには、プ
ラグ、キャップ、端部キャップ、端部プラグ、テノンキャップ、ミュート、ベルクリップ
、ボディへの締め具、譜面立てと相互作用するもの、本体またはキー機構に取り付けられ
た取外し可能な譜面立て、または本体のほぞ穴、テノンまたはベルと相互作用する挿入物
などが含まれるが、これらに限定されない。
【００１９】
　「楽器」には、木管楽器、金管楽器、パイプ楽器、またはベントとパッドを使用して楽
器を通る気体または液体の流れを制御する任意の楽器が含まれる。
【００２０】
　「パッド」には、キーカップ以外の、楽器のベントを封止するための任意の材料が含ま
れる。これには、皮革、フェルト、コルク、ガットスキン、合成ゴム、布、金属、プラス
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【００２１】
　「ベント」には楽器の任意の開口部が含まれ、その開口部を通る気体または液体の流れ
を制御するためにパッドによって封止され得る。
【００２２】
　「シート」には、ベントの表面に直接接触するパッドの領域が含まれる。
【００２３】
　「共振器」は、材料が共振挙動を示しているかどうかにかかわらず、ベントに面するパ
ッドの表面または（パッドによって囲まれている）キーカップの表面に取り付けられ、か
つ通常パッドに対して中心にある任意の材料を含む。これには、リベット、プレート、ワ
ッシャー、開口穴（フランス式）フルートパッド用の締め具、パッドスナップおよびナッ
トなどのパッド取り付け用ハードウェアなどが含まれるが、これらに限定されない。
【００２４】
　本開示は、ベントを開いたままにし、ベントからパッドを乾燥させ、それによってパッ
ドの腐食および粘着、楽器の不具合を低減する、費用効果の高い装置および方法を含む。
本開示は、ベントスパナの様々な実施形態、パッド支柱の様々な実施形態、および連結機
構を介してこれらの装置の１つ以上を接合するための様々な実施形態を含む。
【００２５】
　テスト結果：２つの同一のセルマー社““Ｌｉｂｅｒｔｙ””モデルのアルト・サクソ
フォンで、非公開の機密テストが１２９日間にわたって実施され、ベントスパナ、パッド
支柱および連結機構が１つのサクソフォンで使用され、他方では使用されなかった。両方
のサクソフォンは同じケースを有し、同じ日に同じ製品ロットから購入された。両方のサ
クソフォンを開梱し、適切な機械的機能についてチェックした。両方のサクソフォンは、
私的練習および学生の指導の際に、専門の指導ミュージシャンによって使用され、いずれ
の場合も、本開示のいずれの態様も公衆にさらしていない。ベントスパナ、パッド支柱お
よび連結機構と共に使用されないサクソフォンは「サックスＡ」と名付け、ベントスパナ
、パッド支柱および連結機構と共に使用されるサクソフォンは「サックスＢ」名付けた。
サックスＡおよびサックスＢは、各演奏セッション中に交互に使用され、その間スマート
フォンを使用して使用日、演奏時間、および機械的性能を記録した。１２９日間の試験期
間にわたって、サックスＡは合計７６．２時間、サックスＢは合計７７．２時間使用され
た。
【００２６】
　サックスＡでの各演奏セッションの後、サックスＡは、工場で供給された端部プラグで
ケースに入れられ、次の使用まで保管された。サックスＢでの各演奏セッションの後、次
の使用までそのケースに保管する前に、パッド支柱、ベントスパナおよび連結機構をサッ
クスＢで使用した。サックスＢのパッド支柱を、低Ｄシャープ、低Ｃシャープ、およびＧ
シャープキーのパッドを開くために使用した。連結機構を介して端部プラグに接続された
サックスＢのベントスパナを、高Ｄ、高Ｄシャープ、高Ｅ、高Ｆおよび高Ｆシャープキー
のパッドを開くために使用した。両方のサクソフォンは、使用しないときには同じ保管室
内で室温で保存した。保管時、各サクソフォンのケースは、両方とも、ケースのヒンジを
下にして、ケースの底部を下にして、ケースの上部を下にして、および左側を下にして、
の４つの静止位置のいずれかに配置された。表１は、１２９日間の試験の経過中の機械的
性能の結果を含む。
【００２７】
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【００２８】
　ベントスパナ
【００２９】
　ベントスパナは、パッドとベントとの間に空気ギャップを形成するようにベントとパッ
ドとの間に配置することができる装置であり、パッドがベントを封止するのを防ぎ、パッ
ドおよび本体の周りの空気流を増加させる。パッドおよびベントの周りの空気流の増加は
、表１に示すように、演奏後に乾燥するのを助け、保管終了直後または演奏中のいずれに
おいてもパッドの腐敗、粘着性の蓄積および機械的な不具合を低減する。ベントスパナの
一実施形態が図１に示されており、底面からの斜視図、ベントの上からの上面図、および
ベントとパッドとの間の側面図が示されている。上面図に示されるベントスパナは、対向
する第１および第２の面と、側面図に示すように、パッド１０２およびベント１０６に閉
じ込められるキーカップ１０４の力に対抗するのに十分な剛性とを有するように構成され
たベントスパナ部１００を含む。ベントスパナ部１００は、くさび形またはティアドロッ
プ形であるが、棒状または他の適切な形状であってもよい。
【００３０】
　ベントスパナはまた、パッドをベントから分離し、本体およびパッドの周りに空気流を
可能にするように曲げられた一連の非常に薄い十字形の棒状の部分または十字ワイヤのよ
うな剛性のメッシュまたはグリッドであってもよい。一実施形態では、ベントスパナ部１
００はベント１０６の幅にわたって延びて、ベント１０６の実質的に直径方向に対向する
領域と接触するが、ベントスパナがひとたび適切に配置されると、ベントスパナが実質的
に同じ位置に留まる限りそのような接触は必要ではない。したがって、ベントスパナは、
クリップまたは他の機械的接続、接着剤または他の締結手段などによってベントの一方の
側部に取り付けられてもよく、同様にパッドがベントを封止するのを防ぎ、空気流を増加
させる。ベントスパナはまた、以下にさらに説明するように、配置および取り外しを容易
にするとともに連結を容易にするハンドル１０８と、本明細書でさらに説明するように、
第１の表面または上面の突起１１０などの配置機構とを含むことができる。図１の側面図
および斜視図に示すように、ベントスパナ部１００は保持機構１１２も含むことができ、
これによりベントスパナは、ベント開口部に対して実質的に固定されたおよび／または中
心の位置に留まることを確実にする。
【００３１】
　一部のパッド１０２は、図２のベントスパナの側面図から示されるように共振器２０２
を含み、ベントスパナ部１００の高さは傾斜していてもよい。ベントスパナ部１００の傾
斜角は、ベント１０６に対して持ち上げられたキーアーム２００の角度を考慮しており、
空気流を増加させることによって、および／またはパッドのシート２０４がベントスパナ
に接触するのを防ぐことによって、突起１１０と共振器２０２とのより最適な接触を可能
にする。
【００３２】
　一例では、突起１１０は、ベントスパナ部の第１の表面上に配置される。このセンタリ
ング機構はまた、共振器の有無にかかわらず、空気流および乾燥目的でパッドとベントと
の間に大きな空気ギャップを作り出すのを助ける（パッド全体が乾燥するように、突起が
パッドと直接接触しないのが理想的である）。図３の上面図に示すように、突起２１０は
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、ベント１０６の中央領域に近接するベントスパナ部２００の領域に配置される。図４は
、ベントスパナ部２００の底面に保持機構３００が追加されたベントスパナ部２００の底
面図を示す。保持機構３００は、ベントスパナ部２００をベント１０６の開口部内に固定
するのを助け、ベントスパナ部２００を定位置に固定する。保持機構３００の幅、ベント
１０６の側壁の接触点における摩擦、またはベントスパナ部２００をベント１０６の壁、
パッドまたは共振器のいずれかに接続または保持する機械的または磁気的機構の使用によ
って、ベントスパナ部２００に安定性を加えることができる。図４に示すように、ベント
スパナ部２００の１つの端部３０２は、ベントスパナ部２００に安定性を提供するために
、ハンドル３０４の近くでより広くなっている。
【００３３】
　図３０に示す実施形態では、突起１１０の下にバネ３０００が含まれる。バネ３０００
は、１つの端部でベントスパナ部１００の上面３００２に取り付けられ、第２の端部で突
起１１０に取り付けられている。突起１１０はサイズ可変であり、交換可能およびカスタ
マイズ可能でもある。図３１は、開口部３１０２を有するベントスパナ部３１００上に配
置することができる交換可能な突起の例を示しており、開口部を介して様々な突起３１０
４をスナップ嵌めまたはねじ止めするか、接着して配置することができる。ねじ穴３１０
２および突起３１０４によって、ユーザが実行する、突起のカスタマイズ可能な高さ調節
が可能になる。さらに、突起の位置を調節することができる。図３２は、突起３２０４が
開口部３２０２内の様々な位置に配置されることを可能にする中央の切欠きまたは開口部
３２０２をベントスパナ部３２００が含む一実施形態を示す。リミッタ３２０６および３
２０８は、突起３２０４の開口部３２０２内での移動を制限するために、ベントスパナ部
３２００の第２の表面または底面（または代替的に第１のまたは上面）の開口部３２０２
に配置することができる。リミッタ３２０６および３２０８は、ベントスパナ部３２００
の保持および／または配置機構として使用することもできる。このカスタマイズ可能なシ
ステムは、バリトン・サクソフォンのようなベントの大きい楽器にとって理想的である。
【００３４】
　図３３Ａに示す代替の実施形態では、ベントスパナ部３３００は上部の突起を有さない
。楽器の共振器３３０２が、ベントスパナに接触するときにパッドとベントとの間に空気
ギャップを生成するのに十分な方法で突出する場合、上部の突起は必要ではないが、ユー
ザがベントスパナをどこに配置するのが最良か分かるように、視覚インジケータのような
何らかの形のセンタリング機構が望ましいかもしれない。図３３Ｂは、配置機構および保
持機構の両方として機能する、共振器材料と連結するために使用されるベントスパナ部３
３０３の凹部を有する代替の実施形態を示す。
【００３５】
　ベントスパナ部の第２の表面または底面に配置された保持機構の他の例が、少なくとも
図６～図１０に示されている。保持機構は、ベントに当接する機械的な停止バンパーとし
て機能する１つ以上の凸状表面および／または凹状表面を含み（図８～１０の詳細を参照
）、ベントスパナをベントに当接して固定するのを少なくとも助ける。凸状表面および／
または凹状表面は、ベント壁の内側（図８）、ベント壁の外側（図９）、または図８およ
び９に示されている保持機構の組み合わせのように両側に配置することができる。図１０
は、ベントスパナ部１００４の底面１００２に形成された凹部によって形成された保持機
構１０００を示しており、凹部は、ベント１００６よりわずかに大きい。保持機構により
、ベントスパナは、様々な形状、大きさ、および円周のベントおよびトーン穴空間を収容
することができる。図３３Ｂに示すように、保持機構は共振器の材料とも係合することが
できる。
【００３６】
　保持機構の設計は、図３４Ａに示すように、ベントスパナ部３４０２の長さに沿って広
がる円形の隆起リブのような複数の同心の突起３４００を含む。図３４Ｂに示すように、
同心の凹部３４０３を保持機構として使用することもできる。図１～２、４、６～１３お
よび２５、３２、３３、３５に示すように、ベントスパナがパッドとベントとの間に配置
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されているとき、保持機構は、ベントスパナがベントから滑り落ちたり、繊細なパッドシ
ートの方に滑ったりするのを防ぐために、ベントまたは共振器の材料と係合するように構
成される。保持機構はまた、図２に示すように、突起がパッドまたは共振器に当接するが
、パッド１０２の繊細なシート領域２０４と接触しないように、ベントスパナ部の第１の
表面上に配置された突起を配置するのを助けるように構成されてもよく、突起は、パッド
が開いたままとなり空気流の増加が確保されるようにベントスパナを配置すべき場所をユ
ーザに視覚的に示す配置機構としても機能する。別の例では、図２は、人間の指で把持し
やすく、楽器上での位置決めを容易にするハンドル１０８を有するベントスパナを示す。
ハンドルは、図５および２５、４２および５６に示すように、連結機構の接続点としても
機能することができる。
【００３７】
　図１１の側断面図は、ベント１１０２の上に配置され、ベントスパナをベント１１０２
の上に保持するための、突起部も、ベントスパナ部から延びるまたはベントスパナ部に延
びる機械的機構も含まないベントスパナ１１００の実施形態を示す。しかし、ベントスパ
ナ１１００は、依然として、配置機構または保持機構を含むことができる。例えば、配置
機構は、剛性の第１の表面１１０４上の視覚インジケータであってもよく、そのような印
刷されたインジケータは、図１０に示される突起とほぼ同じサイズおよび位置を有するが
、三次元的な態様を有さない。同様に、第２の表面１１０６は可撓性の材料で形成されて
もよく、ベント１１０２に係合し、ベントスパナ１１００を定位置に保持するように機能
する。ゴム、発泡体、特定の粘着性プラスチックなどの材料は、適切な保持機構であり得
る。第２の表面１１０６は、剛性であってもよいが、接着剤のような保持機構として機能
する物質でコーティングされていてもよい。
【００３８】
　上述したように、第１の表面１１０４および第２の表面１１０６は、プラスチック、金
属または木などの任意の剛性材料で形成することができる。一実施形態では、ポリプロピ
レンまたは食品グレードのビスフェノールＡ（ＢＰＡ）フリープラスチックを使用するこ
とができる。木材または他の多孔質材料が使用される場合、吸湿を防ぐためにコーティン
グまたは処理を使用することもできる。プラスチック材料はまた、中国のShanghai Wako 
Chemical Co., Ltd社のブランド名MILLION KILLERで販売されている２／９ＡＧ２Ｏ・（
Ｐ２Ｏ５・ＺｎＯ）ｍ・（２ＣａＯ・３Ｂ２Ｏ３）ｎなどの抗微生物剤および／または抗
菌剤を含む１つ以上の添加剤を含むことができ、これはガラス網目構造中に銀イオン粒子
を含んでおり、銀イオン粒子は徐々に放出され、それらが添加されたプラスチック材料が
長期間にわたって抗微生物効果を保持することを可能にする。
【００３９】
　図１２Ａ～１２Ｅの端部断面図は、別の配置機構および保持機構を有するベントスパナ
の様々な追加の実施形態を示す。例えば、図１２Ａにおいて、第１の表面１２００は第１
の表面１１０４と同じであってもよいが、第２の表面１２０２は、保持コーティングなど
の既に説明した追加の保持機構を有してまたは有さずに、１つ以上の位置に保持機構とし
て凹状領域を含んでもよい、図１２Ｂにおいて、第１の表面１２０４は、隆起部または溝
１２０５などの、配置機構の長さの全てまたは一部に沿って延びるいくつかの凸状領域を
含んでもよく、第２の表面１２０６は、図１２Ａのものと同様の保持機構を含む。図１２
Ｃにおいて、ベントスパナは、第１の表面１２０８が外向きの湾曲表面を形成し、第２の
表面１２１０が内向きの湾曲表面を形成するように、半円形または逆Ｕ字形である。第１
の湾曲表面１２０８の頂部は、ベントスパナの長さの全てまたは一部に延びて、配置機構
として機能することができる。第１の表面１２０８および第２の表面１２１０の端部によ
って形成される脚部１２１１は、次に、図１１のベント１１０２のようなベントに着座し
、保持機構として機能する。同様に、図１２Ｄのベントスパナの逆Ｖ字形は、同様の方法
で機能することができ、第１の表面１２１２は、ベントスパナの長さの一部または全てに
延びる頂点を含み、ベントスパナをベントに着座させ、第１の表面１２１２および第２の
表面１２１４の端部によって形成される脚部は、ベント上の保持機構として機能する。図
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１２Ｅは、第１の表面１２１６が複数の盛り上がり、隆起、区画など１２１７を含むさら
に別の実施形態を示し、第２の表面１２１８は、それぞれ、図１２Ａの第２の表面１２０
２および図１２Ｂの第２の表面１２０６と同様である。
【００４０】
　ベントスパナは、複数の楽器、キー、ベントサイズ、および向きに合うように設計でき
る。図５は、テナー・サクソフォンに適用した連結機構５０８（以下にさらに説明する）
を有するベントスパナ５００、５０２、５０４および５０６を示す。この例では、高Ｄ、
高Ｄシャープ、高Ｅ、および高Ｆキー用にベントスパナがパッドとベントとの間に配置さ
れ、各ベントスパナ５００、５０２、５０４および５０６のハンドルを通るコード（連結
機構５０８）を介して接続される。図６および７は、クラリネットのトーン穴ベントに適
用されたハンドルを有するベントスパナを示す。保持機構６００は、空気流を可能にする
が繊細なパッドシートに接触することを防ぐために、ベント６０６上にベントスパナ部６
０２を保持し、突起６０４はパッド７０２の下にセンタリングされる。キーカップ７００
およびパッド７０２は、図７において、ベント６０６の周囲に、（クラリネット本体の残
りの部分と同様に）に破線で示されている。ハンドル６０８は、ベントスパナ部６０２に
沿う任意の点に取り付けられてもよい。図１３は、大きな突起１３０２を有するベントス
パナ１３００の例を示しており、金管楽器の水キー１３０４が開いている。
【００４１】
　ベントスパナは、パッドの下向きの力よりも大きな上向きの力でパッドを開いた状態に
保持するためにベントを横切って広がることができる任意の材料で作ることができる。
【００４２】
　パッド支柱
【００４３】
　パッド支柱も楽器のベントの上に１つ以上のパッドを開いた状態に保つが、ベントスパ
ナのようにパッドとベントとの間には入り込まない。パッド支柱では、パッド支柱の形状
は、キー機構の間またはキー機構と本体との間に配置することができるくさびタイプまた
は同様の構造として使用され、パッドを開いて保持し、１つ以上のパッドとベントとの間
の空気ギャップを生成し、空気流を増やす。これにより、パッドおよびベントの周りの空
気流が増加して演奏後のこれらの乾燥が可能となり、パッドの腐食、粘着性の蓄積、細菌
や微生物の発生、本体材料の劣化、楽器の不具合を低減する。　パッド支柱は、楽器の本
体の一部または構成要素ではなく、１つ以上のパッドを固定された開放位置に保持するの
に必要な十分な摩擦または機械的な保持によって、パッド支柱をキー機構および／または
楽器の本体に当接して配置するのに十分な任意の材料または形状で作ることができる。
【００４４】
　パッド支柱の実施形態は、図１４の多くの異なる図によって示されている。この実施形
態では、パッド支柱１４００は、より広い汎用性のために長手方向に先細に湾曲している
。小さな半径１４０２、大きな半径１４０４、先端部１４０６および突合せ部１４０８を
含むパッド支柱１４００の形状は、より多くの表面積接触を作り出し、（例えば、本体管
、キーポスト、キーカップなどでの）楽器との摩擦および把持を改善する。パッド支柱１
４００の外形は、パッド支柱が使用されるキー機構および／または楽器の本体形状の様々
な形状および位置に対して相補的である。この形状はまた、パッド支柱が狭い領域（例え
ば、キーの間）に嵌合し、複数の位置および高さでキーを押し上げ、丸いキーカップおよ
び本体管に対して水平になるようにする。図１４にも示されているように、連結機構１４
１０は、以下にさらに論じるように、様々な異なる方法で各パッド支柱１４００に取り付
けることができ、楽器のパッド支柱のすべてを一緒に保持し、パッド支柱の１つを取り除
くときにパッド支柱が失われるのを防ぐ。
【００４５】
　パッド支柱の別の実施形態を図１５に示す。パッド支柱１５００は、パッド支柱１４０
０と実質的に同じ形状を有するが、パッド支柱１４００ほど密ではない。むしろ、パッド
支柱１５００は、パッド支柱１５００の内部領域１５０４内に形成された１つ以上の中空
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領域１５０２を含む。１つ以上の中空領域１５０２は、バネ様の可撓性および圧縮性を生
み出すのに役立ち、密で可撓性がより低い設計では可能ではない楽器の領域にパッド支柱
１５００を嵌合させることができる。中空の設計は、材料費および生産費を削減するのに
も役立ち得る。パッド支柱は、すぐにまたは時間をかけて滑って外れることなく、パッド
支柱をキー機構および／または楽器本体に対して所定の位置に保持するのに十分な表面摩
擦を有することもできる。一実施形態では、パッド支柱は、キー機構の力がパッド支柱内
に押し込まれるように圧縮性および／または可撓性の材料で作成することができ、それに
よってより強力な機械的保持が形成され、パッド支柱がパッドを持ち上げた状態を維持す
る所期の位置に留まるのを助ける。例えば、図１５に示すパッド支柱１５００の中空領域
１５０２は、材料費を削減しながらパッド支柱１５００の圧縮および／または弾性効果を
増大させる働きをすることができる。
【００４６】
　異なる楽器におけるパッド支柱の異なる用途の例を、図１６～２９に示す。図２９にお
いて、例えば、パッド支柱２９００は、その大きな半径がバリトン・サクソフォンのＧシ
ャープキーポスト２９０２（図２９においてパッド支柱２９００の下に示す）に当接する
ように配置され、パッド支柱２９００の小さな半径は、Ｇシャープキーカップ２９０６を
開くことができるように、Ｇシャープ補助レバー２９０４に当接している。このように、
パッド支柱２９００は、キー機構の異なる部分にのみ接触しており、楽器の本体には接触
していない。対照的に、図２８は、オーボエの上部接合に使用されるパッド支柱２８００
を示しており、パッド支柱２８００の小さな半径はオーボエ２８０２の本体に当接して配
置され、パッド支柱２８００の大きな半径はＢフラット「ベントキー」およびＣ「ベント
キー」（いずれも図２７においてそれぞれ２６０４および２６０６として示す）を開く上
部接合補助レバー２８０４に当接して配置される。連結機構２８０６はまた、一方の端部
においてパッド支柱２８００の突合せ部に接続されて示されており、この連結機構２８０
６は、他方の端部において他のもの（図示せず）に接続される。
【００４７】
　パッド支柱は、複数の楽器、キー、ベントサイズ、向きに合わせて設計できる。例えば
、図１６は、テナー・サクソフォン１６０４上の、連結機構１６０６によって互いに連結
されている、低Ｄシャープキーカップ１６０３によって保持される低Ｄシャープパッド、
および低Ｃシャープキーカップ１６０５によって保持される低Ｃシャープパッドを持ち上
げるために使用されるパッド支柱１６０２および１６００をそれぞれ示す。パッド支柱１
６０２は、対応するパッドをそのベントから持ち上げるために、サクソフォン１６０４の
本体に当接して配置される大きな半径を有する湾曲した側部を有し、湾曲した側部の小さ
な半径は、低Ｃシャープの補助レバー１６０７と接触するように配置される。低Ｄシャー
プキーの場合、パッド支柱１６００は、サクソフォン１６０４に当接して横向きに配置さ
れ、小さな半径はキーカップ１６０３に当接して配置され、大きな半径は低Ｄシャープキ
ーポスト１６０９と接触する。パッド支柱１６００の厚さは、キーアームを持ち上げ、対
応するパッドとベントとの間にギャップを生成するのに十分である。現代のサクソフォン
では、パッド支柱を使用して低Ｃシャープパッドを持ち上げると、関連するキー機構を介
してＧシャープパッドが持ち上げられる。
【００４８】
　図１７および１８は、同様に、低Ｄシャープおよび低Ｃシャープのテナー・サクソフォ
ンのパッドを持ち上げたままにするのに役立ついくつかの他の非排他的なパッド支柱の配
置を示している。これらの配置および向きは、他のキーや楽器にも適用できる。例えば、
図１９～２１に示されるアルト・サクソフォン１９００の一部に関して、パッド支柱１９
０２は、少なくとも３つの異なる向きに配置することができ、キーレバー１９０４に対し
て圧力または抵抗を加えて、低Ｃシャープキーカップ１９０６を持ち上げる。図２２～２
４は、バス・クラリネット２２０２上の低Ｇシャープキーカップ２２００および高Ｇシャ
ープキーカップ２４００を持ち上げるための可能なパッド支柱の向きを示す。図２２に示
すように、パッド支柱２２０４の小さな半径はキーアーム２２０６の下に配置され、大き
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な半径はクラリネット２２０２の本体に当接し、図２３では、パッド支柱２２０４はキー
アーム２２０６の下に横向きに配置される。両方の配置は、バス・クラリネット２２０２
の下部接合に位置するバス・クラリネット２２０２の低Ｇシャープキー２２００が閉じて
通常の閉位置になるのを防ぐ。図２４は、バス・クラリネット２２０２の上部接合を示し
、高Ｇシャープキーカップ２４００が配置されて、キーアーム２４０４の下に配置された
パッド支柱２４０２によって開かれて保持され、キーアーム２４０４の下に小さな半径お
よびクラリネット２２０２の本体に当接する大きな半径がある。連結機構２４０６も示さ
れている。
【００４９】
　図２５は、パッド支柱２５０２が低Ｄシャープキーカップ２５０６のためにキーアーム
２５０４の下に配置されているソプラノ・サクソフォン２５００の一部を示す。パッド支
柱２５０２の小さな半径はキーアーム２５０４に当接し、大きな半径はソプラノ・サクソ
フォン２５００の本体に当接している。図２５はまた、低Ｃシャープパッドとその関連す
るキーカップ２５１０とその対応するベントとの間に配置されたベントスパナ２５０８を
示す。ベントスパナ２５０８とパッド支柱２５０２とは、連結機構２５１２を介して接続
されている。図２６において、パッド支柱２６００および２６０２は、Ｂフラット「ベン
トキー」２６０４のパッドおよびＣ「ベントキー」２６０６のパッドをそれぞれ開いた状
態に配置し、パッド支柱２６００は可撓性の連結機構２６０８によってパッド支柱２６０
２に連結している。図２７は、剛性の連結機構２７００によって連結されている同じパッ
ド支柱２６００および２６０２を示す。
【００５０】
　図３５に示すように、パッド支柱３５００の外面は、取り扱いを容易にする指グリップ
部を作成するための凸状および／または凹状のテクスチャ３５０２を含むことができ、こ
れによりパッド支柱とキー機構および／または本体との間の摩擦が増加する。テクスチャ
３５０２は、図３５ではパッド支柱３５００の一部にのみ示されているが、パッド支柱の
他の部分、パッド支柱の複数の異なる部分、またはパッド支柱の全体にテクスチャ加工を
施すことができる。パッド支柱はまた、図１５に関して図示し説明したように、パッド支
柱１５００の内部領域１５０４内に形成された１つ以上の中空領域１５０２を含むことが
できる。図３６は、エキソ形状または輪郭構造３６０４によってパッド支柱３６０２の内
部に単一の空洞３６００が形成される実施形態を示す。エキソ形状３６０４は、変形した
ときに元の形状を保持し、その結果形状に戻るような方法で、またはそのような材料から
、またはその両方によって形成することができる。エキソ形状３６０４には、様々な程度
の剛性が使用されてもよい。図３６に示すように、開口部はパッド支柱３６０２を通って
進み、図１５および４０に示すように、開口部はそれぞれパッド支柱１５００および４０
００の一方の側部のみにある。使用者によるパッド支柱の把持を向上させることに加えて
、１つ以上の開口部は、楽器の本体の把持も改善し得る。このような開口部は、特にパッ
ド支柱の一方の側部だけにある場合にも、楽器本体に対して吸引を生成することによって
、パッド支柱を定位置に配置または保持するのを助けることができる。１つ以上の開口部
はまた、３Ｄ印刷に基づく設計の一例を例示する図３６のような、より費用対効果の高い
製造設計を容易にする。
【００５１】
　図４０のパッド支柱４０００は、図３８にさらに示すが、連結機構４００６を取り付け
ることができる突合せ部４００４がボタントップ４００２を含むことにも留意されたい。
伸縮性材料対剛性材料のようなパッド支柱４０００および／または連結機構４００６のい
ずれかを製造するために使用される材料に応じて、連結機構４００６をパッド支柱４００
０から取り外すことができる。例えば、図３８に示すように、パッド支柱３８００は、ボ
タントップ３８０４を形成するために凹状のネック３８０２を有する形状にすることがで
きる。ボタントップ３８０４は、ストラップ連結機構３８０８のボタン穴３８０６への接
続点として機能する。あるいは、図４９に示すように、連結機構４９００は、ボタントッ
プ４９０２を含むことができ、パッド支柱４９０４のようなパッド支柱は、ボタントップ
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を受け入れるための穴４９０６を含むことができる。連結機構４９００はまた、その長さ
の全てまたは一部に沿って均一にまたは不均一に広げられた多数のビーズ４９０８を含む
ビーズコードで形成されてもよい。図３９に示すように、ボタントップは、本体管３９０
２またはキーアーム３９０４に当接するなど、パッド支柱３９００の追加の向きを提供す
ることもでき、それによってキーアーム３９０４が持ち上げられ、対応するベントが開い
た状態で維持される。図３９に示すように、ボタントップは完全にドーム形状ではなく、
楽器の本体またはキーアームに当接して配置されたときに十分な表面接触摩擦を生成する
。
【００５２】
　別の実施形態では、図３７に見られるように、点線３７０２で囲まれ拡大されて示され
るパッド支柱３７００は、松葉杖形状である。この設計では、パッド支柱３７００は、楽
器の本体に接触する基部３７０４、基部３７０４から上方に延びる中間部分３７０６、お
よびキーアームの下に配置されたときにキー機構３７１０の上昇位置を支持するヘッド３
７０８を含む。基部３７０４は、パッド支柱３７００を楽器の本体により良好に固定する
ための吸引カップであってもよく、楽器の本体との接触および把持を改善するために、本
明細書で論じる材料または設計のいずれかを設計または構成することができる。キーアー
ムの大きさや楽器の本体からの距離が異なるため、パッドを持ち上げてベントを開けてお
くために、パッド支柱３７００のような複数のパッド支柱サイズが必要な場合がある。同
様に、キーアームは重量と圧縮力が異なり、一部のキーアームはキーアームを支えるため
により剛性のあるパッド支柱材料を必要とする。
【００５３】
　別の代替実施形態は、図４１に示すように、（Ｇシャープキータッチ４１０４の下に取
り付けられた）Ｇシャープタブ４１０２の上部と、Ｃシャープキータッチ４１０６の下部
との間に嵌合するくさびまたは他の形状のパッド支柱４１００を含む。この実施形態では
、ベントに最も粘着しやすいキーパッドとなりやすいＧシャープキーカップを開く補助キ
ー機構を解放するためにパッド支柱４１００を使用することができる。この実施形態は、
タブ付きキー機構の用途に特に有用であり、キー機構の他の領域でパッド支柱を使用する
ことに代わる方法を提供する。パッド支柱４１００は、本明細書に記載されたパッド支柱
材料または方法のいずれかで作製することができる。
【００５４】
　図４２、４３および図５７～５９に示す別の実施形態では、楽器が輸送、保管、または
演奏されていないときに、パッド支柱およびベントスパナを端部ピース４２００またはテ
ノンキャップ４３００に連結することができる。図４２に示すように、サクソフォン４２
００の端部ピースは、いくつかのベントスパナ４２０４に接続された連結機構４２０２に
接続されている。図４３に示すように、オーボエ上部接合テノンキャップ４３００は、調
節可能なホルダ連結４３０２と、パッド支柱材料または他の適切な材料から作られ得るパ
ッド支柱４３０３とを含む。パッド支柱に調節輪郭を追加することができる。例えば、図
４４に示すように、調節輪郭４４０２を有する平らなパッド支柱４４００を、上部接合補
助レバー４４０８を配置するために、端部テノンキャップ４４０６の調節可能なホルダ連
結４４０４の間に嵌合することができ、このレバーはＣ「ベントキー」およびＢフラット
「ベントキー」（両方とも図２７に２６０６および２６０４として示す）を開いた状態に
保持する。あるいは、パッド支柱４４１０は、上部接合補助レバー４４０８に対して加え
ることができる張力を増加させるように輪郭づけられてもよい。調節可能な輪郭を有する
平らなパッド支柱は、様々な楽器間の嵌合性、接触摩擦、および使用の多様性を改善し得
る。一例では、図４３および４４に示すように、調節輪郭によって、パッド支柱がホルダ
連結の開口部に緊張嵌合することが可能になる。図４３～４６に示すように、パッド支柱
は、Ｌ字形４５００および／または先細にされた４３０２、４４１０、４６００であって
もよい。端部ピースまたはテノンキャップ、指タブ４８００の代替物を図４８に示す。
【００５５】
　図５７～５９は、本体のテノンまたは端部ピースに取り付けることができる一体化され
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た連結機構を有するパッド支柱５７００の異なる図を示す。パッド支柱は、テノンまたは
他の端部ピースの上を滑ることができ、かつパッド支柱部分５７０４がキー機構どうしの
間および／またはキー機構と本体との間に嵌合できるようにパッド支柱５７００を配置す
るために使用される、Ｏリング様の機構５７０２を含む。取り扱いを容易にするために、
指タブ５７０３も含まれている。図５８に示すように、パッド支柱５７００のＯリング５
７０２は、オーボエ上部接合の本体テノン５８００上に嵌合され、パッド支柱部分５７０
４は、本体５８０２とキー機構５８０４との間に嵌合され、それによって１つ以上の対応
するパッドを持ち上げて、楽器に沿った他の場所の固定位置に保持する。パッド支柱の別
の実施形態は図５９Ａおよび５９Ｂによりよく示されており、Ｏリング５７０２がテノン
キャップ端部ピース５９０４の上に配置され、パッド支柱部分５７０４がキー機構に向か
って下方に延びている（図５８に示す）。指タブ５７０３は、Ｏリング５７０２を端部ピ
ース５９０４または本体５８００において容易に取り付けまたは取り外すことを可能にす
るために追加されている。
【００５６】
　パッド支柱は、楽器に関連する小物のための容器として役立つこともある。図４７に示
す実施形態では、パッド支柱４７０２の端部４７００は、パッド支柱４７０２の中に中空
領域４７０６を有し得る取り外し可能なキャップ４７０４を含み、この中にコックグリー
ス４７０８、オイル、潤滑剤などの容器が格納される。キャップ４７０４は、パッド支柱
４７０２に緊張嵌合させるかねじ込むことができる。
【００５７】
　連結機構
【００５８】
　上述のように、１つ以上のベントスパナおよび／またはパッド支柱は、連結機構によっ
て接続されてもよい。連結機構は、装置を結合して、偶発的な小さな部品の損失を減らし
、装置を楽器に固定し、装置を配置したり取り外す際にミュージシャンが保持できる材料
を追加する。連結機構は、チェーン、紐、コード、弾性バンドなどのように可撓性であっ
てもよく、図２７または図５７～５９に示すような特定の楽器の本体およびキー機構の構
成に実質的に調和するロッドまたは他のアーマチュアを介して剛性であってもよい。
【００５９】
　指摘したように、一実施形態では、連結機構は、図３８に示すように、ストラップの穴
を収容するパッド支柱３８００の凹状のネック３８０２およびボタントップ３８０４に適
合する穴を有するストラップであってもよい。ストラップ３８０８は複数の穴を有するこ
とができ、穴３８０６およびパッド支柱は、ストラップの様々な穴の間で交換可能であり
、取り外しや取り付けが容易であり、複数の楽器に対するカスタマイズおよび適合が可能
である。ストラップは、様々な連結角度オプションに対応するために、パッド支柱のネッ
ク３８０２の周りで完全に回転可能である。逆に、パッド支柱は、図４９に示すように、
ストラップ上のボタンヘッドを受け入れるための穴を有することができる。
【００６０】
　別の実施形態では、パッド支柱およびストラップはそれぞれ、構成要素を互いに接続す
るために磁石を含むことができる。例えば、図５０に示すように、パッド支柱５００４お
よび５００６のそれぞれの磁石５０００および５００２は、ストラップ５０１２内の磁石
５００８および５０１０に磁気的に接続することができる。開示された各実施形態におい
て、ストラップは、皮革、ゴム、シリコン、プラスチック、ナイロンウェビング、リップ
ストップ、または他の布地のような任意の材料で作ることができる。ストラップには、ロ
ゴ、製品情報、およびラベル用のスペースも含まれている。図５１に示すように、ストラ
ップは、把持を改善し、汚れたパッドおよびベントを清掃するために使用することができ
る、処理済みおよび未処理の布地および材料挿入物５１０２を有するテクスチャ付き表面
５１００を含むことができる。一実施形態では、ストラップは、薄い弾性材料であっても
よい。ストラップ、パッド支柱、または楽器に起こりうる損傷を防ぐため、過度に引っ張
られた場合、ストラップの設計弾力性によって、パッド支柱のボタントップの解放が可能
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になった。
【００６１】
　これらのおよび他の実施形態のパッド支柱は、図４９のシート４９１０などの発泡体ま
たはコルクのような材料のシートから型抜きすることができる。一例では、図５２に示す
ように、パッド支柱５２００は、連結機構のコード５２０２上にオーバーモールドされる
。別の実施形態では、コードは、図４９と同様に、パッド支柱の穴または凹部に取り付け
るための機械的固定ナット、ボール、ノットまたは同様の装置を有してもよい。別の実施
形態では、図５３に示すように、衣類表示タグと同様の形式のコネクタの一部であるコー
ド５３００が使用され、これは、示すように、穴を通って対応するパッド支柱５３０２に
巻かれており、ロゴ、ブランドその他の情報のためのスペースのあるコネクタ５３０４を
含んでもよい。一実施形態では、パッド支柱５３１０は、突合せ部のスロットおよび凹状
の開口部５３１２を含むことができ、それを通ってストラップからのループ５３１４が挿
入される。別の実施形態では、パッド支柱およびコードは、すべての部品が同じ材料で作
られた一体構造であってもよい（図５４）。
【００６２】
　パッド支柱および連結機構は、格納にも使用することができる。図５５に示すように、
パッド支柱５５０２に形成された空洞５５００は、楽器乾燥剤または芳香剤が快適な臭気
を導入するのを助ける乾燥剤パケットなどの除湿剤を含むことができる。図５５にさらに
示すように、ストラップは、スロット開口部５５０６を介してアクセス可能なポーチ５５
０４を含むことができ、乾燥剤、空気清浄剤などを入れてもよいが、これらに限定されな
い。
【００６３】
　本開示に記載される全ての装置および機構は、木材、コルク、金属、ポリマー材料、プ
ラスチック、ゴム、シリコン、シリカまたは他の乾燥剤、樹脂、紙、繊維、織物、布、皮
革、骨、石、鉱物、磁性材料、複合物または付加的な製造プロセスで作ることができるが
、これらに限定されない。例えば、竹などの環境に優しいおよび／またはコスト効率のよ
い材料を使用することができる。別の例では、前述のように、銀イオン誘導抗菌プラスチ
ックのような抗菌および抗微生物材料を使用して、楽器または装置上の細菌増殖をさらに
妨げることができる。
【００６４】
　図５６に示すベントスパナ５６００は竹でできていてもよく、１つ以上の機構（例えば
、ベントセンタリング機構、連結機構、スリップ防止など）を可能にするテクスチャ５６
０２を含んでもよい。先に説明したのと同じ方法で、突起５６０４のような突起およびベ
ントセンタリング機構は、ベントスパナに取り付けられたドーム型ステッカーまたは他の
方法を介してベントスパナに取り付けられてもよい。
【００６５】
　上述の装置および方法は、多くの異なるタイプの楽器のベント、パッド、およびキー機
構に適用することができるが、以下に限定されるものではない。
【００６６】
　サクソフォン
・高Ｄキー以上などの高クローズドキー
・サイドＣ、サイドＡシャープ、代替Ｆシャープなどのサイドクローズドキー
・Ｇシャープキー
・低Ｄシャープキー
・低Ｃシャープキー
【００６７】
　オーボエ
・半自動オクターブシステム
・上部接合のＢフラット「ベントキー」
・上部接合のＣ「ベントキー」
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・Ｂフラット「ベントキー」およびＣ「ベントキー」を開く上部接合補助レバー
・上部接合のＧシャープキー
・下部接合の低Ｅフラットキー
・下部接合の低Ｃシャープキー
【００６８】
　クラリネット
・上部接合のＥフラット／Ｂフラットキー
・上部接合の代替Ｆシャープキー
・上部接合のＢフラットトリルキー
・上部接合のＢトリルキー
・上部接合のスロートＡキー
・上部接合の低Ｃシャープ／高Ｇシャープキー
・下部接合の低Ｆシャープキー
・下部接合の低Ｇシャープ／Ｄシャープキー
・下部接合の「シルバー」／「バナナ」キー
【００６９】
　バスクラリネット
・親指レジスタベントキー
・上部接合の親指Ｂフラットベントキー
・上部接合のスロートＡキー
・上部接合の低Ｃシャープ／高Ｇシャープキー
・下部接合の低Ｇシャープ／Ｄシャープキー
【００７０】
　ファゴット
・ウィング接合のフリックＢフラットキー
・ウィング接合のフリックＡキー
・長い接合の低Ｄフラットキー
・長い接合の低Ｅフラットキー
・ウィング接合の中／高Ｃシャープキー
・右手中指リングキー（高Ｇ）
【００７１】
　フルート
・Ｇシャープキー
・右手トリルキーおよびＣシャープトリルキーを含むトリルキー
・Ｄシャープキー
【００７２】
　金管楽器
・ほとんどの金管楽器で一般的に見られる水キー
・半音階の音符を演奏する手段として、ボアの長さの延長管ではなく、ボア内のベント開
口部を利用する、キー付きのトランペットなどのキー付きの金管楽器。
【００７３】
　一実施形態では、楽器用のベントスパナは、楽器の本体のベントに接触し、かつベント
を封止するためのパッドを持ち上げるように構成されたベントスパナ部を含み、ベントス
パナ部は、配置機構および保持機構の１つ以上を含み、ベントスパナ部は、パッドがベン
トを封止するのを防ぎ、パッドおよび本体の周囲の空気流を増加させるように構成される
。
【００７４】
　この実施形態では、ベントスパナ部は、第１の表面および第１の表面と実質的に対向す
る第２の表面を含み、配置機構は、第１の表面および第２の表面の１つ以上の視覚インジ
ケータのうちの１つ以上、第１の表面および第２の表面の１つ以上の全てまたは一部上の
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テクスチャ加工されたパターン、および第１の表面および第２の表面の１つ以上の全てま
たは一部の１つ以上の凸状または凹状領域を含む。この実施形態では、１つ以上の凸状領
域は、パッドおよび共振器の１つ以上の一部と係合するように配置された突起を含む。こ
の実施形態では、１つ以上の凸状領域は突起を含み、突起の位置は第１の表面に沿って移
動可能である。この実施形態では、第１の面は、第１の面に形成されるスロットを含み、
この中に突起が移動可能に配置される。この実施形態では、第２の表面上に保持機構をさ
らに含み、第２の表面はスロットをさらに含み、保持機構はベントと係合するための少な
くとも１つの突起を含み、少なくとも１つの突起は、スロット内で移動可能に配置可能で
ある。
【００７５】
　この実施形態では、突起は第１の表面に取り外し可能に接続される。この実施形態では
、突起は複数の交換可能な突起を含み、各突起は異なるサイズである。この実施形態では
、突起はバネを含む。
【００７６】
　この実施形態では、ベントスパナ部は、第１の表面と、第１の表面と実質的に対向する
第２の表面とを含み、保持機構は、第１の表面および第２の表面の１つ以上の全てまたは
一部上の１つ以上のテクスチャ加工されたパターン、第１の表面および第２の表面のうち
の１つ以上の全てまたは一部上の１つ以上の凸状または凹状領域、ベントスパナがベント
とパッドとの間に滑り出ることを防ぐためにベントに十分な摩擦を加える第１の表面およ
び第２の表面の１つ以上を構成する第１の表面および第２の表面のうちの１つ以上を形成
する材料、ベントスパナがベントとパッドとの間に滑り出ることを防ぐためにベントに十
分な摩擦を加える第１の表面および第２の表面の１つ以上を構成する第１の表面および第
２の表面のうちの１つ以上をコーティングする材料を含む。
【００７７】
　この実施形態では、ベントスパナ部は第１の表面および第２の表面を含み、第１の表面
および第２の表面は、ベントスパナ部の長さに沿った側部を有し、第１の表面は、第１の
表面の全てまたは一部に沿った凸状領域を含み、第１の表面および第２の表面の一方また
は両方の側部は、保持機構としてベントに係合するように構成されている。
【００７８】
　この実施形態では、ベントスパナ部に接続されたハンドルをさらに含む。
【００７９】
　この実施形態では、保持機構は、ベントに係合し、ベントスパナ部をベントに対して配
置するように構成されている。この実施形態では、ベントスパナ部はベント対向表面を含
み、保持機構は、ベントの壁の内側または外側になるようにベント対向表面上に配置され
た１つ以上の凸状領域を含む。この実施形態では、ベントスパナ部はベント対向表面を含
み、保持機構はベント対向表面の少なくとも１つに凹状領域を含む。
【００８０】
　この実施形態では、ベントスパナ部またはベントスパナ部に接続されたハンドルのいず
れかに接続されるように構成された連結機構をさらに含む。この実施形態では、連結機構
は、紐、ストラップ、コード、チェーン、ビーズコード、または剛性部材を含む。この実
施形態では、連結機構は、追加のベントスパナ、パッド支柱、端部ピース、キー機構、お
よび楽器の本体のうちの１つ以上に接続される。この実施形態では、連結機構は、少なく
とも部分的にテクスチャ加工された表面を含む。この実施形態では、連結機構は格納領域
を含む。
【００８１】
　この実施形態では、ベントスパナ部は長さに沿って厚さが変化する。この実施形態では
、ベントスパナは格納領域を含む。
【００８２】
　一実施形態では、楽器のパッド支柱は、楽器のキー機構または楽器のキー機構および本
体と接触して配置されるとき、楽器の一部以外の構造体を含み、キー機構は、キータッチ
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を含まず、少なくとも１つのパッドとそれに対応する楽器の本体のベントとの間に空気ギ
ャップを生成するのに十分なキー機構に接続された少なくとも１つのパッドを持ち上げる
のに十分な構造的支持を提供し、楽器の保管または移動中に少なくとも１つのパッドを実
質的に固定された開位置に維持する。
【００８３】
　この実施形態では、構造体は先細になっている。この実施形態では、構造体は、実質的
に対向する長手方向の平坦表面と、実質的に直交する対向する先細側部とを含む。この実
施形態では、構造体は、先端部、突合せ部および中間部を含み、中間部の実質的に対向す
る側部に小さな半径および大きな半径を生成するように湾曲している。この実施形態では
、構造体は、中間部の実質的に対向する湾曲した側部に直交する、実質的に対向する平坦
な側部をさらに含む。この実施形態では、構造体の材料は、切断、成形、印刷およびスタ
ンピングのうちの１つ以上から形成される構造体に基づく。この実施形態では、構造体は
先端部、突合せ部および中間部を含み、突合せ部は実質的に湾曲している。
【００８４】
　この実施形態では、構造体は、先端部、突合せ部および中間部を含み、突合せ部は、凹
状ネックによって楽器の本体から分離されてボタントップを形成する。この実施形態では
、ボタントップは、実質的にドーム形状であり、および／または表面接触および機械的摩
擦を増加させるためにテクスチャ加工されている。この実施形態では、連結機構は凹状ネ
ックと係合し、パッド支柱を、別のパッド支柱、ベントスパナ、端部ピース、キー機構ま
たは楽器の本体の１つ以上に接続する。
【００８５】
　この実施形態では、構造体は、楽器の本体と接触する基部、基部から上方に延びる中間
部分、キー機構の下に置かれたときにキー機構の上昇位置を支持するヘッドを含む。この
実施形態では、ヘッドは湾曲しており、キー機構を湾曲内に保持するように構成されてい
る。この実施形態では、基部は吸引カップを含む。この実施形態では、構造体は、構造体
の壁によって形成された１つ以上の内部開口部を含む。この実施形態では、１つ以上の除
湿剤および芳香剤が１つ以上の内部開口部に格納される。この実施形態では、構造体は、
内部の中空格納領域を含む。この実施形態では、取り外し可能なキャップのねじまたは張
力が構造体内に嵌合する。
【００８６】
　この実施形態では、構造体の１つ以上の表面はテクスチャ加工を含む。この実施形態で
は、構造体はＬ字型である。
【００８７】
　この実施形態では、連結機構は構造体と係合し、パッド支柱を、別のパッド支柱、ベン
トスパナ、端部ピース、キー機構、および楽器の本体の１つ以上に接続する。この実施形
態では、連結機構は、紐、ストラップ、コード、チェーン、および剛性部材のうちの１つ
以上を含む。この実施形態では、連結機構は、少なくとも部分的にテクスチャ加工された
表面を含む。この実施形態では、連結機構は格納領域を含む。この実施形態では、連結機
構は、楽器の本体の少なくとも一部と係合し、かつキー機構に係合するように構造体を配
置するように構成された部材を含む。
【００８８】
　特に言及しない限り、または使用されている文脈の中で他の意味で理解されていない限
り、本明細書で使用される条件言語、とりわけ、「できる」、「可能」、「かもしれない
」、「してもよい」などは、特定の機構、要素、および／またはステップを含むことを伝
えることを一般的に意図しているが、他の例は特定の機構、要素、および／またはステッ
プを含まない。したがって、そのような条件付き言語は、機構、要素および／またはステ
ップが１つ以上の実施例に対して何らかの形で必要とされること、または、１つ以上の実
施例が、著者の記載または指示の有無にかかわらず、これらの機構、要素および／または
ステップが任意の特定の例に含まれるか実行されるべきかどうかを判断するための論理を
必ず含むことを暗に意味することを意図するものではない。「備える」、「含む」、「有
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する」などの用語は同義語であり、包括的に、開放的に使用され、追加の要素、機構、作
用、動作などを排除しない。また、「または」という用語は、その包括的な意味で（およ
び排他的な意味ではなく）使用され、例えば、要素のリストをつなぐために使用される場
合、用語「または」は、リスト内の要素の１つ、一部、または全てを意味する。
【００８９】
　特定の実施例または例示的な実施例を記載してきたが、これらの実施例は単なる一例と
して提示されたものであり、本明細書に開示される主題の範囲を限定するものではない。
実際に、本明細書に記載の新規の方法およびシステムは、様々な他の形態で具体化するこ
とができる。添付の特許請求の範囲およびそれらの均等物は、本明細書に開示される主題
の特定の実施形態の範囲および精神に含まれるようなそのような形態または改変を包含す
るように意図されている。

【図１】 【図２】

【図３】
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