
JP 4923328 B2 2012.4.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数配列された鍵と、当該各鍵の動作に応じて移動するジャック、および移動する前記
ジャックのジャック小の先端部分にのみ設けられた突起部に当接して当該ジャックの移動
方向を変えるレギュレーチング部材を有する打弦アクション機構とを備える鍵盤楽器にお
いて、前記ジャックの運動速度を調整する脱進調整装置であって、
　前記ジャックの運動範囲の位置と、該位置から待避した位置との間で移動可能に設けら
れ、前記運動範囲の位置に配置された場合に、前記ジャック小における前記突起部と前記
ジャックの回動軸との間の位置に当接して前記ジャックの運動速度を変える第２レギュレ
ーチング部材と、
　前記第２レギュレーチング部材を駆動し、前記運動範囲の位置および前記待避した位置
のいずれか一方の位置に前記第２レギュレーチング部材を選択的に保持する駆動保持機構
と、
　演奏者側から操作可能な位置に設けられ、前記第２レギュレーチング部材を前記ジャッ
ク小に対して上下方向に移動可能な操作部を有し、前記駆動保持機構が保持する前記第２
レギュレーチング部材の前記ジャックの運動範囲における保持位置を、前記操作部の操作
量に応じて調節する調節機構とを備え、
　前記調節機構は、前記ジャックの前記運動範囲に前記第２レギュレーチング部材が位置
した場合においては、前記ジャック小が前記レギュレーチング部材及び前記第２レギュレ
ーチング部材のうちの少なくとも第２レギュレーチング部材と当接する時期の後に、前記
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ジャック小と前記レギュレーチング部材とが当接せずに前記第２レギュレーチング部材が
前記ジャック小と当接する時期となる一方、前記ジャックの前記運動範囲から退避した位
置に前記第２レギュレーチング部材が位置した場合においては、ジャックの運動範囲にお
いて、前記ジャック小と前記レギュレーチング部材とが当接するとともに、前記ジャック
小と前記第２レギュレーチング部材とが当接しない時期となるように、前記ジャック小と
前記第２レギュレーチング部材及び前記レギュレーチング部材とが当接するタイミングを
調節し、前記第２レギュレーチング部材は、前記鍵の動作に応じた運動時の前記ジャック
小と当接する側に粘弾性体部を有し、当該粘弾性体部は前記ジャック小と当接する部分が
点接触となるように構成されている
　ことを特徴とする鍵盤楽器の脱進調整装置。
【請求項２】
　前記第２レギュレーチング部材の前記ジャック小と当接する部分は、当接する側が突出
する曲面形状となっていることを特徴とする請求項１に記載の鍵盤楽器の脱進調整装置。
【請求項３】
　前記駆動保持機構は、前記打弦アクション機構よりも演奏者側における前記鍵の配列方
向を軸として回動する回動部材を有しており、
　前記第２レギュレーチング部材は当該回動部材の回動端側に保持されていることを特徴
とする請求項１または２に記載の鍵盤楽器の脱進調整装置。
【請求項４】
　前記操作部の操作部分は、前記打弦アクション機構よりも当該鍵盤楽器の演奏者側の位
置に、演奏者側に向けて配設されていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに
記載の鍵盤楽器の脱進調整装置。
【請求項５】
　複数配列された鍵と、当該各鍵の動作に応じて移動するジャック、および移動する前記
ジャックのジャック小の先端部分にのみ設けられた突起部に当接して当該ジャックの移動
方向を変えるレギュレーチング部材を有する打弦アクション機構とを備える鍵盤楽器に設
けられる音量制御装置であって、
　前記打弦アクション機構による打弦を阻止もしくは打弦力を弱める位置と、当該阻止も
しくは弱める位置から待避した位置との間に移動可能に設けられる打弦力制御手段と、
　前記ジャックの運動範囲の位置と、該位置から待避した位置との間で移動可能に設けら
れ、前記運動範囲の位置に配置された場合に、前記ジャック小における前記突起部と前記
ジャックの回動軸との間の位置に当接して前記ジャックの運動速度を変える第２レギュレ
ーチング部材と、
　前記第２レギュレーチング部材を駆動し、前記運動範囲の位置および前記待避した位置
のいずれか一方の位置に前記第２レギュレーチング部材を選択的に保持する機構であって
、前記打弦力制御手段が前記打弦アクション機構による打弦を阻止もしくは打弦力を弱め
る位置にある場合に、前記第２レギュレーチング部材を前記運動範囲の位置で保持する駆
動保持機構と、
　演奏者側から操作可能な位置に設けられ、前記第２レギュレーチング部材を前記ジャッ
ク小に対して上下方向に移動可能な操作部を有し、前記駆動保持機構が保持する前記第２
レギュレーチング部材の前記ジャックの運動範囲における保持位置を、前記操作部の操作
量に応じて調節する調節機構とを備え、
　前記調節機構は、前記ジャックの前記運動範囲に前記第２レギュレーチング部材が位置
した場合においては、前記ジャック小が前記レギュレーチング部材及び前記第２レギュレ
ーチング部材のうちの少なくとも第２レギュレーチング部材と当接する時期の後に、前記
ジャック小と前記レギュレーチング部材とが当接せずに前記第２レギュレーチング部材が
前記ジャック小と当接する時期となる一方、前記ジャックの前記運動範囲から退避した位
置に前記第２レギュレーチング部材が位置した場合においては、ジャックの運動範囲にお
いて、前記ジャック小と前記レギュレーチング部材とが当接するとともに、前記ジャック
小と前記第２レギュレーチング部材とが当接しない時期となるように、前記ジャック小と
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前記第２レギュレーチング部材及び前記レギュレーチング部材とが当接するタイミングを
調節し、前記第２レギュレーチング部材は、前記鍵の動作に応じた運動時の前記ジャック
小と当接する側に粘弾性体部を有し、当該粘弾性体部は前記ジャック小と当接する部分が
点接触となるように構成されている
　ことを特徴とする鍵盤楽器の音量制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、鍵盤楽器のジャックの脱進を調整する脱進調整装置、および鍵盤楽器の音量制
御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ピアノ等の鍵盤楽器においては、通常の演奏と押鍵しても打弦しない消音演奏とを切換可
能にしたものがある。このような鍵盤楽器の消音演奏時においては、押鍵に応動して回動
したハンマが弦に当たる直前にハンマシャンクをストッパに当接させて打弦音の発生を抑
止すると共に、鍵等の動作をセンサで検知し、押鍵に対応した音高及び強弱でなる楽音を
電子的に発生させるようになっている。
【０００３】
ところで、上述した消音演奏可能な鍵盤楽器においては、単にストッパを配置しただけで
は、鍵盤楽器の演奏不能状態を招くことがある。これは通常のピアノでは、接近（鍵を非
常に低速で押し下げた場合のハンマーと弦との最小距離）が２mm程度であり、この値に接
近を設定して消音演奏状態で押鍵すると、ジャックがハンマローラから脱進する前にハン
マシャンクがストッパに当接することとなり、ハンマシャンクがジャックとストッパとの
間に挟み込まれることがあるからである。これを防止するためには、ジャックがハンマロ
ーラから脱進するタイミングを早くして接近を大きくする場合もある。しかし、このよう
に、鍵盤楽器の演奏不能状態を避けるためにハンマローラからジャックが脱進するタイミ
ングを早くすると、通常演奏時の鍵盤のタッチ感が変化してしまう。
【０００４】
そこで、図１１に示すように、通常のレギュレーチングボタン１に加えて、ジャック２に
おけるレギュレーチングボタン１と当接する先端部２ａよりも回動中心側の突起２ｂに当
接する第２のレギュレーチングボタン３を設け、これらの２種類のレギュレーチングボタ
ンを使い分けることにより、レギュレーチングボタン当接後のジャック２の運動速度を変
えてハンマ４の接近位置を拡大する鍵盤楽器が提案されている。この鍵盤楽器では、脱進
開始タイミングを変更することなく、接近を拡大できるので、消音演奏時における鍵盤の
鍵タッチ感を大きく損なうことがない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、通常の一般的なアコースティックグランドピアノにおけるジャックのジャック
小には、その先端部には上記先端部２ａと同様の突起部が設けられているものの、この先
端部よりも回動中心側の突起２ｂは設けられていない。したがって、上記のように突起２
ｂに当接する第２のレギュレーチングボタン３を備えた消音装置における脱進調整機構を
、既にユーザによって使用等されている通常のアコースティックグランドピアノに後から
取り付ける場合（以下、後付けという）、通常のジャックを突起２ｂおよび先端部２ａと
いった２つの突起部が形成されたジャック小を有するジャックに交換する必要がある。こ
のようなジャックの交換作業は煩雑であり、またジャックの交換によってアクション機構
全体を再整調する必要が生じ、煩雑な整調作業も行わなくてはならない。
【０００６】
本発明は、上記の事情を考慮してなされたものであり、通常のアコースティックの鍵盤楽
器への後付けが容易な鍵盤楽器の脱進調整装置および鍵盤楽器の音量制御装置を提供する
ことを目的とする。
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【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明に係る鍵盤楽器の脱進調整装置は、複数配列された鍵
と、当該各鍵の動作に応じて移動するジャック、および移動する前記ジャックのジャック
小の先端部分にのみ設けられた突起部に当接して当該ジャックの移動方向を変えるレギュ
レーチング部材を有する打弦アクション機構とを備える鍵盤楽器において、前記ジャック
の運動速度を調整する脱進調整装置であって、前記ジャックの運動範囲の位置と、該位置
から待避した位置との間で移動可能に設けられ、前記運動範囲の位置に配置された場合に
、前記ジャック小における前記突起部と前記ジャックの回動軸との間の位置に当接して前
記ジャックの運動速度を変える第２レギュレーチング部材と、前記第２レギュレーチング
部材を駆動し、前記運動範囲の位置および前記待避した位置のいずれか一方の位置に前記
第２レギュレーチング部材を選択的に保持する駆動保持機構と、演奏者側から操作可能な
位置に設けられ、前記第２レギュレーチング部材を前記ジャック小に対して上下方向に移
動可能な操作部を有し、前記駆動保持機構が保持する前記第２レギュレーチング部材の前
記ジャックの運動範囲における保持位置を、前記操作部の操作量に応じて調節する調節機
構とを備え、前記調節機構は、前記ジャックの前記運動範囲に前記第２レギュレーチング
部材が位置した場合においては、前記ジャック小が前記レギュレーチング部材及び前記第
２レギュレーチング部材のうちの少なくとも第２レギュレーチング部材と当接する時期の
後に、前記ジャック小と前記レギュレーチング部材とが当接せずに前記第２レギュレーチ
ング部材が前記ジャック小と当接する時期となる一方、前記ジャックの前記運動範囲から
退避した位置に前記第２レギュレーチング部材が位置した場合においては、ジャックの運
動範囲において、前記ジャック小と前記レギュレーチング部材とが当接するとともに、前
記ジャック小と前記第２レギュレーチング部材とが当接しない時期となるように、前記ジ
ャック小と前記第２レギュレーチング部材及び前記レギュレーチング部材とが当接するタ
イミングを調節し、前記第２レギュレーチング部材は、前記鍵の動作に応じた運動時の前
記ジャック小と当接する側に粘弾性体部を有し、当該粘弾性体部は前記ジャック小と当接
する部分が点接触となるように構成されていることを特徴としている。
【０００８】
この構成によれば、第２レギュレーチング部材がジャック小の先端突起部以外に当接する
ことにより、当接後のジャックの回動速度が通常の鍵盤楽器よりも速くなり、この結果脱
進開始タイミングを変更することなく、接近を通常時よりも拡大することができる。した
がって、打弦前にハンマーの動きを規制するストッパ等を設け、該ストッパを用いること
により消音や弱音を行う消音装置に適用した場合、ハンマシャンクがジャックとの間に挟
み込まれる等の打弦アクション機構の不具合が抑制され、通常の演奏と同様の演奏性を維
持することができる。また、脱進開始タイミングは通常の演奏と同様であるため、つまり
通常のアコースティックピアノに近い鍵タッチ感を維持することができる。また、この構
成によれば、上記のような優れた機能を提供するために、一般的なアコースティック鍵盤
楽器に用いられる先端部のみに突起が設けられたジャック小を交換する必要がなく、当該
脱進調整装置を既に使用されている一般的なアコースティックの鍵盤楽器に後から取り付
ける場合の作業を簡易化することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る鍵盤楽器の音量制御装置は、複数配列された鍵と、当該各鍵の動作
に応じて移動するジャック、および移動する前記ジャックのジャック小の先端部分にのみ
設けられた突起部に当接して当該ジャックの移動方向を変えるレギュレーチング部材を有
する打弦アクション機構とを備える鍵盤楽器に設けられる音量制御装置であって、前記打
弦アクション機構による打弦を阻止もしくは打弦力を弱める位置と、当該阻止もしくは弱
める位置から待避した位置との間に移動可能に設けられる打弦力制御手段と、前記ジャッ
クの運動範囲の位置と、該位置から待避した位置との間で移動可能に設けられ、前記運動
範囲の位置に配置された場合に、前記ジャック小における前記突起部と前記ジャックの回
動軸との間の位置に当接して前記ジャックの運動速度を変える第２レギュレーチング部材
と、前記第２レギュレーチング部材を駆動し、前記運動範囲の位置および前記待避した位
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置のいずれか一方の位置に前記第２レギュレーチング部材を選択的に保持する機構であっ
て、前記打弦力制御手段が前記打弦アクション機構による打弦を阻止もしくは打弦力を弱
める位置にある場合に、前記第２レギュレーチング部材を前記運動範囲の位置で保持する
駆動保持機構と、演奏者側から操作可能な位置に設けられ、前記第２レギュレーチング部
材を前記ジャック小に対して上下方向に移動可能な操作部を有し、前記駆動保持機構が保
持する前記第２レギュレーチング部材の前記ジャックの運動範囲における保持位置を、前
記操作部の操作量に応じて調節する調節機構とを備え、前記調節機構は、前記ジャックの
前記運動範囲に前記第２レギュレーチング部材が位置した場合においては、前記ジャック
小が前記レギュレーチング部材及び前記第２レギュレーチング部材のうちの少なくとも第
２レギュレーチング部材と当接する時期の後に、前記ジャック小と前記レギュレーチング
部材とが当接せずに前記第２レギュレーチング部材が前記ジャック小と当接する時期とな
る一方、前記ジャックの前記運動範囲から退避した位置に前記第２レギュレーチング部材
が位置した場合においては、ジャックの運動範囲において、前記ジャック小と前記レギュ
レーチング部材とが当接するとともに、前記ジャック小と前記第２レギュレーチング部材
とが当接しない時期となるように、前記ジャック小と前記第２レギュレーチング部材及び
前記レギュレーチング部材とが当接するタイミングを調節し、前記第２レギュレーチング
部材は、前記鍵の動作に応じた運動時の前記ジャック小と当接する側に粘弾性体部を有し
、当該粘弾性体部は前記ジャック小と当接する部分が点接触となるように構成されている
ことを特徴としている。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
Ａ．グランドピアノのアクション機構
まず、図１は本発明の第１実施形態に係る消音装置（音量制御装置）が装着されたアコー
スティックグランドピアノの１つの鍵の動作に応じて駆動されるアクション機構を示す側
断面図である。ここで、同図に示すように、このアクション機構（打弦アクション機構）
は、鍵１０と、この鍵１０の動作により駆動されるウイペン１１と、このウイペン１１の
動作により駆動されるジャック１２と、このジャック１２により駆動されて弦Ｓを打撃す
るハンマアセンブリ１３とを備えている。そして押鍵により鍵１０の後端側（図の左端側
）が上昇し、そこに固定されたキャプスタン１４がウイペン１１を押し上げるようになっ
ている。
【００１１】
鍵１０は、バランスピン１０５によって回動自在に支持されており、このような鍵１０の
複数が図の紙面垂直方向である左右方向に並設され鍵盤が構成される。演奏者により鍵１
０の前端部（図の右側）が押下されると、鍵１０はバランスピン１０５を支点として図中
時計回りの方向に回動するようになっている。さらに、鍵１０の後端部には、バックチェ
ックが設けられている。符号１５は、サポートレールであり、サポートレール１５の端部
（図の左端部）には、ウイペン１１の左端部が回動自在に支持されている。ウイペン１１
の自由端（図の右端）には、略Ｌ字形状のジャック１２がその屈曲部分近傍で回動自在に
取り付けられている。ここでジャック１２は、斜め上方に向けて延在するジャック大１２
Ａと、このジャック大１２Ａに対してほぼ直交するジャック小１２Ｂとから構成されてい
る。ジャック小１２Ｂの先端部には、レギュレーチングボタン２３と当接する突起１２Ｂ
ａが設けられている。
【００１２】
また、ウイペン１１の中央部には、支柱１６が取り付けられ、支柱１６の上端部にはレペ
ティションレバー１７の中間部が回転自在に取り付けられている。レペティションレバー
１７の右端部には、上下方向に向けて貫通する長孔１７Ａが形成され、長孔１７Ａには、
ジャック大１２Ａの上端部が挿入されている。
【００１３】
符号１８は、鍵盤の配列方向に亘って延在するシャンクレールであり、シャンクレール１
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８には、ハンマアセンブリ１３の基部を構成するハンマフレンジ１９が固定されている。
ハンマフレンジ１９の左端部には、先端部にハンマヘッド２０が固定されたハンマシャン
ク２１が上下方向に回動自在に取り付けられている。ハンマシャンク２１の基端部下面に
は、ローラー２２が取り付けられている。ローラー２２の下面は、レペティションレバー
１７の長孔１７Ａに挿入されたジャック大１２Ａの上端面と僅かな隙間を持った状態でレ
ペティションレバー１７の上面に当接させられている。
【００１４】
シャンクレール１８には、複数の鍵１０の配列方向に亘って延在するレギュレーチングレ
ール１１９が支持されている。レギュレーチングレール１１９の下部には、ジャック１２
に対応してレギュレーチングボタン２３が設けられている。
【００１５】
上述した構成は、従来知られたアコースティックのグランドピアノと同様であり、以下、
このようなグランドピアノに容易に後付けすることができる消音装置について説明する。
【００１６】
Ｂ．消音装置
本実施形態に係る消音装置は、ストッパ機構（打弦力制御手段）３０と、レギュレーチン
グバー（第２レギュレーチング部材）２２３と、レギュレーチングバー２２３を後述する
消音演奏時の位置と、通常演奏時の位置との間で移動させる駆動機構３００と、消音演奏
時におけるレギュレーチングバー２２３の位置を調節するための調節機構３０５とを備え
ている。
【００１７】
Ｂ－１．ストッパ機構
ストッパ機構３０は、鍵１０の配列方向を軸方向とする軸３３Ａを有しており、この軸３
３Ａにハンマストッパ３３が固着されている。また、ハンマストッパ３３の右側面には、
ハンマシャンク２１が当接する緩衝材３３Ｂが取り付けられている。ここで、軸３３Ａは
、所定角度の範囲で回転可能になされている。
【００１８】
この構成の下、図１に示す状態から軸３３Ａが回動させられると、図２に示すように、ハ
ンマストッパ３３が回動し、緩衝材３３Ｂがハンマシャンク２１の移動範囲に位置するよ
うになされている。この状態で、鍵１０が押下された場合、図２中２点鎖線で示すように
、ハンマヘッド２０が弦Ｓを打撃する前にハンマストッパ３３によりハンマシャンク２１
の回動が阻止されるようになっている。このような位置にハンマストッパ３３が配置され
ている状態が、鍵１０を押下操作しても弦Ｓがハンマヘッド２０に打撃されない状態、い
わゆる消音演奏状態である。
【００１９】
一方、ハンマストッパ３３が図１に示す位置に配置されている場合には、図１中２点鎖線
で示すように、ハンマヘッド２０の回動が阻止されずに弦Ｓが打撃されるようになってい
る。このような位置にハンマストッパ３３が配置されている状態が、鍵１０の押下操作に
応じて弦Ｓが打撃される状態、いわゆる通常演奏状態である。ここで、軸３３Ａを駆動す
る駆動機構としてはワイヤやモータ等の公知の機構を用いることができる。
【００２０】
Ｂ－２．レギュレーチングバー
図１～図３に示すように、レギュレーチングバー２２３は、グランドピアノの左右方向（
図１および図２の紙面垂直方向）に延在する部材であり、その下面には消音演奏時にジャ
ック小１２Ｂにおけるその回動中心と突起１２Ｂａとのほぼ中間位置（以下、ジャック小
の中間位置という）に当接する緩衝部材２２３ａが設けられている。繊維性のひも、フェ
ルト、発泡スポンジ、発泡ゴム、クロス、フェルト等の粘弾性体から構成される緩衝部材
２２３ａは、グランドピアノの左右方向に延在する円柱状の部材である。ここで、レギュ
レーチングバー２２３は、グランドピアノ全体に延在する１つの部材であってもよいし、
音域毎に複数設けるようにしてもよい。例えば、低音域、中音域および高音域毎にそれぞ
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れ２つのレギュレーチングバー２２３、つまり合計６つのレギュレーチングバー２２３を
設けるようにしてもよく、レギュレーチングバー２２３を設ける数は任意である。
【００２１】
Ｂ－３．駆動機構
このようなレギュレーチングバー２２３は、駆動機構３００によって通常演奏時の位置（
図１参照）と消音演奏時の位置（図２参照）との間を移動させられられるようになってい
る。駆動機構３００は、グランドピアノの左右方向である鍵１０の配列方向に延在するレ
ギュレーチングロッド１５０を有している。レギュレーチングロッド１５０は、シャンク
レール１８にネジ１５３により固定されたロッド支持部１５４によって回転自在に支持さ
れている。図３ではレギュレーチングロッド１５０の両端を支持する構造となっているが
、これに限らず、レギュレーチングロッド１５０の中間部分の１または複数箇所にロッド
支持部１５４を設けて支持するようにしてもよい。
【００２２】
レギュレーチングロッド１５０の一端には、レギュレーチングロッドレバー１５１の上端
が取り付けられている。図１および図２に示すように、レギュレーチングロッドレバー１
５１の下端は、リンク部材１５２の一端と回転自在に結合されている。このリンク部材１
５２が図示せぬ駆動機構により図１および図２の略左右方向であるグランドピアノの前後
方向に移動させられることにより、レギュレーチングロッドレバー１５１が回動させられ
ると、これの上端に取り付けられたレギュレーチングロッド１５０がその位置において回
転させられるようになっている。
【００２３】
レギュレーチングロッド１５０の複数箇所（図３では両端の２箇所）には、後述する調節
機構３０５を介してレギュレーチングバーブラケット（回動部材）１６１の一端が回転自
在に取り付けられている。レギュレーチングバーブラケット１６１は、レギュレーチング
ロッド１５０が挿入結合される結合部１６１ａと、結合部１６１ａからアクション機構側
である図１および図２の左側に延びるアーム部１６１ｂと、アーム部１６１ｂの先端から
下方側に延び、その下端部にレギュレーチングバー２２３を保持する保持部１６１ｃとか
ら構成されている。このようなレギュレーチングバーブラケット１６１は、レギュレーチ
ングロッド１５０の回転に伴ってレギュレーチングロッド１５０を中心として回動させら
れるようになっている。
【００２４】
この構成の下、図１に示す通常演奏状態からレギュレーチングロッド１５０が図１中反時
計回りに回転すると、これに伴ってレギュレーチングバーブラケット１６１が反時計回り
に回動させられる。このようなレギュレーチングバーブラケット１６１の回動により通常
演奏状態よりもレギュレーチングバー２２３が下方側に位置する消音演奏状態となる（図
２参照）。このような位置にレギュレーチングバー２２３が配置されている場合には、鍵
１０の押下操作に応じて運動するジャック小１２Ｂの中間位置にレギュレーチングバー２
２３に当接するようになっている。本実施形態では、このような消音演奏状態において、
後述する調節機構３０５を適宜操作することにより、ジャック小１２Ｂの中間位置がレギ
ュレーチングバー２２３の緩衝部材２２３ａに当接するタイミングとジャック小１２Ｂの
先端突起１２Ｂａがレギュレーチングボタン２３に当接するタイミングとが同時であるよ
うに設定している。
【００２５】
一方、図２に示す消音演奏状態からレギュレーチングロッド１５０が図２中時計回りに回
転すると、これに伴ってレギュレーチングバーブラケット１６１が時計回りに回動させら
れる。このようなレギュレーチングバーブラケット１６１の回動によりレギュレーチング
バー２２３は上方に移動させられ、鍵１０の押下操作によるジャック１２の移動範囲から
待避した位置に配置される（図１参照）。
【００２６】
Ｂ－４．調節機構
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次に、上述したように駆動機構３００によって通常演奏状態もしくは消音演奏状態の位置
に保持されるレギュレーチングバー２２３の位置を調節することが可能な調節機構３０５
について図４および図５を参照しながら説明する。図４および図５に示すように、調節機
構３０５は、上述したレギュレーチングロッド１５０へのレギュレーチングバーブラケッ
ト１６１の取付位置を調整することによりレギュレーチングバーブラケット１６１に保持
されるレギュレーチングバー２２３の位置調整を行う機構であり、回動部材１６０と、固
定部１８０と、レギュレーチングスクリュー（操作部材）１７０とを有している。
【００２７】
回動部材１６０は、レギュレーチングバーブラケット１６１と結合されている。ここで、
回動部材１６０は、結合部１６１ａの下部の支点１６０ｂを中心として回転自在に結合さ
れており、両者は支点１６０ｂを中心として互いに相対回転が可能になされている。回動
部材１６０は、その演奏者側（図４中右側）の一端部が結合部１６１ａに結合されており
、他端側にはレギュレーチングロッド１５０の軸方向に屈曲して延在する屈曲部１６０ｃ
が形成されている。屈曲部１６０ｃには、後述するレギュレーチングスクリュー１７０が
挿通させられる挿通部１６０ｄが形成されている。
【００２８】
固定部１８０は、レギュレーチングバーブラケット１６１に形成された挿通孔１６１ｄと
連通する挿通孔１８０ａが形成されており、レギュレーチングロッド１５０は挿通孔１６
１ｄおよび挿通孔１８０ａを挿通させられるようになっている。ここで、挿通孔１６１ｄ
の内周面にはレギュレーチングバーブラケットブッシンググロス１６１ｅが接着されてお
り、レギュレーチングロッド１５０はこのレギュレーチングバーブラケットブッシンググ
ロス１６１ｅに対して固着されていない。すなわち、レギュレーチングバーブラケット１
６１はレギュレーチングロッド１５０に対して回転可能になされている。これに対し、固
定部１８０は、挿通孔１８０ａを挿通させられるレギュレーチングロッド１５０に対して
ネジ１８０ｂによって取付固定されており、レギュレーチングロッド１５０に対する相対
回転ができないようになされている。
【００２９】
固定部１８０は、その演奏者側の面１８０ｃが上述した挿通孔１８０ａの部分から下方側
に延在しており、その下端側にはレギュレーチングスクリュー１７０が螺合されるネジ孔
１８０ｄが形成されている。
【００３０】
レギュレーチングスクリュー１７０は、その皿部１７０ａが演奏者と反対側に、先端部１
７０ｂが演奏者側となるように上述した挿通部１６０ｄにパンチングクロス１７０ｅを介
して挿通させられるとともに、螺旋状の溝が形成された先端側がネジ孔１８０ｄに螺合さ
れている。図６に示すように、レギュレーチングスクリュー１７０が挿通・螺合された状
態で、屈曲部１６０ｃと皿部１７０ａとを覆うようにレギュレーチングスクリューキャッ
プ１７０ｃが嵌め込まれている。これにより、屈曲部１６０ｃはレギュレーチングスクリ
ュー１７０の皿部１７０ａと結合され、皿部１７０ａの移動に伴って屈曲部１６０ｃが移
動するようになっている。すなわち、固定部１８０の面１８０ｃから突出したレギュレー
チングスクリュー１７０の先端部１７０ｂを調整者が回転操作することにより、レギュレ
ーチングスクリュー１７０がその軸方向に移動させられ、この移動に伴って屈曲部１６０
ｃが移動させられるようになっているのである。このように屈曲部１６０ｃを移動させる
ことにより、レギュレーチングバー２２３の位置調節を行うことができるが、これについ
ては後述する。
【００３１】
Ｃ．演奏時の動作
次に、上記構成の消音装置を備えたグランドピアノの演奏時の動作について説明する。
【００３２】
Ｃ－１．通常演奏
まず、通常の演奏を行う場合には、図１に示すように、ストッパ機構３０はハンマシャン
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ク２１の移動範囲から待避した位置に配置され、レギュレーチングバー２２３は、ジャッ
ク小１２Ｂの移動範囲から待避した位置に配置される。
【００３３】
この状態で、鍵１０が押下されると、鍵１０に取り付けられたキャプスタン１４がウイペ
ン１１を突き上げ、ウイペン１１を反時計回りに回動させる。これに伴い、このウイペン
１１の自由端に回動自在に取り付けられたジャック１２のジャック大１２Ａがローラー２
２を突き上げ、ハンマシャンク２１を時計回りの方向へ回動させる。この後、ジャック小
１２Ｂの先端突起１２Ｂａがレギュレーチングボタン２３に当接すると、ジャック大１２
Ａが時計方向に回転してハンマシャンク２１に取り付けられたローラー２２から離間する
。ジャック１２から離間したハンマシャンク２１は、その慣性力により回動を続け、ハン
マヘッド２０が押鍵された鍵に対応する弦Ｓを打撃する（図１において２点鎖線により示
す）。その後、跳ね返ったハンマヘッド２０はバックチェックにより保持される。
【００３４】
次に離鍵が行われると、ハンマヘッド２０はバックチェックから解放される。さらに、押
鍵時とは逆にウイペン１１が時計方向に回動し、ジャック小１２Ｂとレギュレーチングボ
タン２３との係合状態が徐々に解除され、ジャック１２が反時計方向に回動してジャック
大１２Ａがレペティションレバー１７によって支持されているローラー２２の真下側に移
動し、押鍵前の初期位置に戻る。なお、以上の動作は従来のグランドピアノと同様である
。
【００３５】
Ｃ－２．消音演奏
次に、消音演奏時の動作について説明する。消音演奏を行う場合には、図２に示すように
、ストッパ機構３０はハンマシャンク２１の移動範囲の位置に配置され、レギュレーチン
グバー２２３はジャック小１２Ｂの移動範囲の位置に配置される。
【００３６】
この状態で鍵１０が押下されると、通常演奏の場合と同様にキャプスタン１４がウイペン
１１を反時計回りに回動させ、ジャック大１２Ａが、ローラー２２を突き上げ、ハンマシ
ャンク２１を時計回りに回動させる。この後、ジャック小１２Ｂの中間位置がレギュレー
チングバー２２３に、先端突起１２Ｂａがレギュレーチングボタン２３に同時に当接する
。これによりジャック１２は、ハンマシャンク２１に取り付けられたローラー２２から離
間する。この後、ジャック１２から離間して回動を続けるハンマシャンク２１は、ハンマ
ヘッド２０が弦Ｓに当たる手前でハンマストッパ３３に当接し（図２において２点鎖線に
より示す）、反時計回りの方向に跳ね返される。その後の動作は通常演奏の場合と同様で
ある。
【００３７】
上述したように消音演奏時においても、ジャック小１２Ｂの中間位置および先端突起１２
Ｂａがレギュレーチングバー２２３の緩衝部材２２３ａおよびレギュレーチングボタン２
３に当接するタイミング（脱進開始タイミング）は通常演奏時と同じであるが、ジャック
小１２Ｂの中間位置がレギュレーチングバー２２３に当接するため、ジャック１２の回動
支点から回動力点までの距離が通常演奏時よりも短くなる。したがって、ジャック１２の
回転速度および回転量（回転角度）が大きくなる。このようにジャック１２の回転速度が
大きくなった場合のジャック大１２Ａの上面の運動に着目すると、垂直方向に作用する駆
動成分よりも水平方向に作用する駆動成分が大きくなり、すなわちジャック１２が速い速
度で運動し、これによりローラー２２の下部から早く抜け出し、通常演奏時よりも上昇量
が少なくなる。この結果、消音演奏時における接近は、通常演奏時よりも大きくなり、ハ
ンマシャンク２１がジャック１２とストッパ機構３０との間に挟み込まれるといったこと
が抑制され、通常演奏時と同様の演奏性を維持することができる。この際、上述したよう
に脱進開始タイミングは通常演奏時と同様であるため、通常演奏時、つまり通常のアコー
スティックピアノと鍵タッチ感がほとんど変わらない。
【００３８】



(10) JP 4923328 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

Ｄ．レギュレーチングバーの位置調節
上述したように本実施形態に係るグランドピアノでは、レギュレーチングボタン２３と先
端突起１２Ｂａが当接するタイミングと同時にレギュレーチングバー２２３をジャック小
１２Ｂの中間位置に当接させることにより、連打性や鍵タッチ感を損なうことのない消音
演奏を可能としている。しかしながら、当該消音装置をグランドピアノに後付けする時や
メンテナンス時には、消音演奏時における接近の距離を調節するといった作業を行う必要
があり、また上記のようなタイミングで緩衝部材２２３ａがジャック小１２Ｂの中間位置
に当接するように調節が必要となり、これらの場合にはレギュレーチングバー２２３の位
置を調節する必要がある。本実施形態では、このようにレギュレーチングバー２２３の位
置を調節するために、上述した調節機構３０５を設けており、以下、レギュレーチングバ
ー２２３の位置調節時の操作、ならびにその時の調節機構３０５の動作について図５およ
び図７を参照しながら説明する。
【００３９】
まず、初期状態として調節機構３０５が図５に示す位置にあるとし、この状態からレギュ
レーチングバー２２３を上方側に移動させる場合について説明する。この場合、調整者は
面１８０ｃから演奏者側である前面側（図の右側）に突出するレギュレーチングスクリュ
ー１７０の先端部１７０ｂを回転操作し、ネジ孔１８０ｄによるレギュレーチングスクリ
ュー１７０の螺合位置を先端側に移動させる。つまり、先端部１７０ｂを回転操作して、
その操作量に応じた分だけレギュレーチングスクリュー１７０を図の左側に移動させ、皿
部１７０ａと面１８０ｃとの間の距離を長くする。このようにレギュレーチングスクリュ
ー１７０を移動させると、図７（ａ）に示すように、皿部１７０ａの移動に伴って屈曲部
１６０ｃが図の左側に移動させられる。
【００４０】
ここで、回動部材１６０は、レギュレーチングバーブラケット１６１と回転自在に結合さ
れており、かつレギュレーチングスクリューキャップ１７０ｃによって皿部１７０ａと一
体になされているため、レギュレーチングスクリュー１７０の軸方向に沿って移動させら
れる。つまり、回動部材１６０は延在方向が水平方向に維持されたまま移動させられるこ
とになる。このように回動部材１６０が水平状態を維持したまま左側に移動させられると
、これに結合されるレギュレーチングバーブラケット１６１は、レギュレーチングロッド
１５０を中心として図中時計回りに回動させられる。ここで、レギュレーチングバーブラ
ケット１６１と、回動部材１６０とは支点１６０ｂを中心として回転自在に結合されてい
るので、両者が相対的に回動することにより、レギュレーチングバーブラケット１６１の
回動変位と回動部材１６０の水平方向への変位が許容される。
【００４１】
このようにレギュレーチングバーブラケット１６１が時計回りに回動させられると、保持
部１６１ｃに保持されたレギュレーチングバー２２３が上方に移動する。ここでのレギュ
レーチングバー２２３の移動量は、調整者による先端部１７０ｂの回転操作量に応じたも
のになるため、調整者はレギュレーチングバー２２３が所望量移動するように先端部１７
０ｂを回転操作すればよい。このように調節機構３０５は、レギュレーチングスクリュー
１７０の操作量に応じてレギュレーチングロッド１５０に対するレギュレーチングバーブ
ラケット１６１の取付位置を調整し、これによりレギュレーチングバー２２３の位置を調
節している。なお、このようにレギュレーチングバー２２３を上方に移動させれば、消音
演奏時にレギュレーチングバー２２３と突起１２Ｂｂが当接するタイミングが図５に示す
状態よりも遅くなる、つまり脱進開始タイミングが遅くなるので接近が狭くなる。
【００４２】
一方、図５に示す初期状態からレギュレーチングバー２２３を下方側に移動させる場合に
は、調整者は先端部１７０ｂを上方側に移動させる場合とは逆方向に回転操作する。これ
により、ネジ孔１８０ｄによるレギュレーチングスクリュー１７０の螺合位置を皿部１７
０ａ側に移動させる。つまり、先端部１７０ｂを回転操作して、その操作量に応じた分だ
けレギュレーチングスクリュー１７０を図の右側に移動させ、皿部１７０ａと面１８０ｃ
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との間の距離を短くする。このようにレギュレーチングスクリュー１７０を移動させると
、図７（ｂ）に示すように、皿部１７０ａの移動に伴って屈曲部１６０ｃが図の右側に移
動させられる。ここで、回動部材１６０の移動方向は、上述したようにレギュレーチング
スクリュー１７０の軸方向に沿ったものとなる。このように回動部材１６０が図の右側に
移動させられると、これに回転自在に結合されるレギュレーチングバーブラケット１６１
は、レギュレーチングロッド１５０を中心として図中反時計回りに回動させられる。した
がって、保持部１６１ｃに保持されたレギュレーチングバー２２３が先端部１７０ｂの回
転操作量に応じた分だけ下方に移動する。なお、このようにレギュレーチングバー２２３
を下方に移動させれば、消音演奏時にレギュレーチングバー２２３と突起１２Ｂｂが当接
するタイミングが図５に示す状態よりも早くなる、つまり脱進開始タイミングが早くなる
ので接近が拡大する。
【００４３】
Ｅ．効果
本実施形態に係る消音装置によれば、消音演奏時において、脱進開始タイミングを変更す
ることなく、接近を通常演奏時よりも拡大することができ、ハンマシャンク２１がジャッ
ク１２とストッパ機構３０との間に挟み込まれるといったことが抑制され、通常演奏時と
同様の演奏性を維持することができる。また、脱進開始タイミングは通常演奏時と同様で
あるため、通常演奏時、つまり通常のアコースティックピアノと鍵タッチ感がほとんど変
わらない。また、本実施形態に係る消音装置では、上述したような優れた消音機能を提供
するために、レギュレーチングバー２２３に円柱状の緩衝部材２２３ａを設け、消音演奏
時に、ジャック小１２Ｂの突起１２Ｂａがレギュレーチングボタン２３に当接するタイミ
ングと同時に緩衝部材２２３ａをジャック小１２Ｂの中間位置に当接させることができる
ようにしている。したがって、ジャック１２は、通常のアコースティックグランドピアノ
に用いられるジャックをそのまま使用することができ、図１１に示すように２つの先端部
２ａの突起および突起２ｂを有する特殊なジャックを用いる必要がない。したがって、通
常の一般的なアコースティックグランドピアノに当該消音装置を後付けする場合にも、ジ
ャックを交換するといった作業が不要であり、またジャック交換に伴うアクション機構の
整調作業も行う必要がなく、後付け作業が容易である。
【００４４】
また、上記のように円柱状の緩衝部材２２３ａをジャック小１２Ｂの中間位置に当接させ
ることにより、両者が点接触することになる。すなわち、ジャック小１２Ｂの突起１２Ｂ
ａとレギュレーチングボタン２３との接触状況と近似した接触状況となり、このように点
接触させることによって通常演奏時と比して鍵タッチ感が大きく変化してしまうことを抑
制することができる。
【００４５】
また、この消音装置では、調節機構３０５により消音演奏時にジャック小１２Ｂの中間位
置に当接するレギュレーチングバー２２３の位置調節を行うことができる。上述したよう
にこの消音装置は、一般的なアコースティックグランドピアノに対してジャック交換等の
煩雑な作業を行うことなく、容易に後付けすることができる。ここで、市販されている多
種のアコースティックグランドピアノでは、製造メーカや機種によってジャックの形状が
若干異なっていたり、ジャックと他のアクション機構の部材との位置関係が若干異なると
いったこともあり得る。上述したように、この消音装置では、消音演奏時にレギュレーチ
ングボタン２３が突起１２Ｂａに当接すると同時に（もしくはその前に）緩衝部材２２３
ａがジャック小１２Ｂの中間位置に当接するように各部材を配置する必要がある。本実施
形態では、当該消音装置が上記優れた消音機能を提供できるような適切な状態での後付け
を容易にするために、これらの機種間のジャックの形状等の差を調節機構３０５によるレ
ギュレーチングボタン２３の位置調節によって吸収し、これにより様々な機種のアコース
ティックグランドピアノに対する後付けを適切かつ容易に行うこと可能としている。
【００４６】
また、上記の調節作業のために調整者が回転操作するレギュレーチングスクリュー１７０
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の先端部１７０ｂは、面１８０ｃの演奏者側に突出している。つまり、本実施形態では、
調整者により操作される先端部１７０ｂは、このグランドピアノのアクション機構を構成
する各部品よりも演奏者側の位置に、演奏者側に向けて配置されているのである。したが
って、鍵盤アクション機構をピアノ本体から取り出すことなく、上述したようなレギュレ
ーチングバー２２３の位置調節作業を行うことができる。
【００４７】
また、消音演奏時のレギュレーチングバー２２３の位置を正確に調整するためには、実際
に押鍵してハンマアクション機構を作動させることにより、緩衝部材２２３ａとジャック
小１２Ｂの中間位置との当接タイミングのチェックや、接近の寸法等のチェックを行うこ
とが要求される場合がある。このような場合にも、本実施形態では、鍵盤アクション機構
をピアノ本体に収めたまま調節作業を行うことができるので、鍵盤アクション機構を出し
入れするといった煩雑な作業が不要となり、作業時間を短縮できる。
【００４８】
また、本実施形態では、レギュレーチングバー２２３を保持するレギュレーチングバーブ
ラケット１６１は、アクション機構よりも演奏者側の位置、すなわちある程度レギュレー
チングバー２２３の保持位置と離れた位置に延在するレギュレーチングロッド１５０を軸
として回動するようになっている。したがって、調節機構３０５による位置調節は、ほぼ
上下方向であるジャック小１２Ｂの回動方向と沿った方向でレギュレーチングバー２２３
の保持位置を調節することができるようになっている。このようにジャック小１２Ｂの回
動方向にほぼ沿った方向への位置調節を可能とすることにより、上記のように消音演奏時
に適切なタイミングで緩衝部材２２３ａがジャック小１２Ｂの中間位置に当接するように
調整することが容易となる。
【００４９】
Ｆ．変形例
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、以下のような種々の変形
が可能である。
【００５０】
（変形例１）
上述した実施形態においては、ストッパ機構３０によってハンマシャンク２１の運動を阻
止して消音演奏を実現する消音装置を備えたグランドピアノについて説明したが、これに
限らず、上述した構成のグランドピアノにおいて、ストッパ機構３０を用いずに弱音演奏
を可能とする弱音装置に本発明を適用することも可能である。具体的な手法は次の通りで
ある。
【００５１】
上述したように、レギュレーチングバー２２３にジャック小１２Ｂを当接させると、通常
演奏時よりもジャック１２の回転速度が大きくなる。ジャック１２の回転速度が大きくな
ると、ハンマアセンブリ１３に対する上方向への駆動成分が減少するとともに、脱進の終
了が早くなるので、ハンマアセンブリ１３に押鍵による操作力が直接的に伝達される時間
が短くなる。したがって、ハンマアセンブリ１３による打弦時の回動速度が減少し、通常
の演奏よりも弱い打撃力で弦Ｓを打撃する。これにより、ストッパ機構３０を用いずに通
常の演奏よりも音量の小さい弱音演奏が可能となる。
【００５２】
また、ストッパ機構３０を用いてハンマヘッド２０による打弦を阻止するのではなく、ス
トッパ機構３０を用いてハンマヘッド２０による打弦力を弱めて音量を小さくする弱音装
置に本発明を適用することも可能である。
【００５３】
（変形例２）
また、上述した実施形態では、レギュレーチングバー２２３に円柱状の緩衝部材２２３ａ
を設け、消音演奏時に該円柱状の緩衝部材２２３ａをジャック小１２Ｂの中間位置と当接
させることにより両者を点接触させるようにしていたが、このような形状のものに限るも
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のではない。例えば、図８に示すように、円柱状の緩衝部材２２３ａに代えて、円筒状の
緩衝部材３２３ａをレギュレーチングバー２２３に設けるようにしてもよい。このような
円筒状の緩衝部材３２３ａを設けた場合にも、上記実施形態と同様に緩衝部材３２３ａを
ジャック小１２Ｂの中間位置に当接させることにより上記実施形態と同様の優れた消音機
能を提供することができる。また、半円柱状の緩衝部材を用いるようにしてもよいし、半
円筒状のの緩衝部材を用いるようにしてもよい。
【００５４】
また、図９に示すように、円柱状の緩衝部材２２３ａに代えてレギュレーチングバー２２
３の下面側から下方側に突出する突条部４２３を設け、その突条部４２３を覆うようにフ
ェルト、クロス、発泡スポンジ、発泡ゴム等の粘弾性材４２４を、該粘弾性材４２４の下
端側が曲面形状となるように設けるようにしてもよい。このような突条部４２３およびこ
れを覆う粘弾性材４２４を設けた場合にも、上記実施形態と同様に粘弾性材４２４の曲面
形状の下端側をジャック小１２Ｂの中間位置に当接させることにより上記実施形態と同様
の優れた消音機能を提供することができる。
【００５５】
また、図１０に示すように、円柱状の緩衝部材２２３ａに代えてレギュレーチングバー２
２３の下面側に複数の弾性材５２３ａ，５２３ｂ，５２３ｃの積層構造により構成される
緩衝部５２３を設けるようにしてもよい。ここで、弾性材５２３ａ，５２３ｂ，５２３ｃ
は、各々その弾性率が異なっており、その弾性率は最もジャック小１２Ｂ側に配置される
弾性材５２３ａが最も小さく（最も柔らかく）、次に弾性材５２３ｂの弾性率が小さく、
ジャック小１２Ｂから最も離れた弾性材５２３ｃの弾性率が最も大きくなるような順序で
配置されている。すなわち、３つの積層配置された弾性材５２３ａ，５２３ｂ，５２３ｃ
は、柔らかい弾性材ほどジャック小１２Ｂ側に配置されるようになっている。このように
押鍵時のジャック小１２Ｂとの当接部側から順に弾性率が大きくなるように弾性材５２３
ａ，５２３ｂ，５２３ｃを配置した緩衝部５２３を用いることにより、ジャック小１２Ｂ
が緩衝部５２３に当接した際に、柔らかい層から確実に撓んでゆき、最後に最も硬い層に
よってジャック小１２Ｂがはじき返されるという挙動をより確実に行わせることができる
。すなわち、ジャック小１２Ｂの突起１２Ｂａとレギュレーチングボタン２３の接触状況
と近似した接触状況を模擬することができ、これにより通常演奏時と比して鍵タッチ感が
大きく変化してしまうことを抑制することができる。
【００５６】
（変形例４）
また、上述した実施形態においては、本発明をグランドピアノに適用した場合について説
明したが、これに限らず、アップライトピアノなど他の鍵盤楽器に適用することも可能で
ある。
【００５７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、通常のアコースティックの鍵盤楽器への後付けが
容易でありながら、アコースティックの鍵盤楽器に優れた消音機能等を付加することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係る消音装置を備えたグランドピアノのアクション機構
近傍を示す側断面図である。
【図２】　消音演奏時における前記グランドピアノのアクション機構近傍を示す側断面図
である。
【図３】　前記消音装置の構成要素である駆動機構および調節機構を示す分解斜視図であ
る。
【図４】　前記調節機構を示す分解斜視図である。
【図５】　前記駆動機構および前記調節機構を示す側面図である。
【図６】　前記調節機構を示す分解斜視図である。
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【図７】　前記消音装置の構成要素であるレギュレーチングバーの位置調整時における前
記調節機構の動作を説明するための図である。
【図８】　前記消音装置の変形例を示す側断面図である。
【図９】　前記消音装置の他の変形例を示す側断面図である。
【図１０】　前記消音装置のその他の変形例を示す側断面図である。
【図１１】　従来の消音装置を備えたグランドピアノのアクション機構近傍を示す側断面
図である。
【符号の説明】
１０……鍵、１２……ジャック、１２Ｂａ……先端突起、１３……ハンマアセンブリ、２
０……ハンマヘッド、２１……ハンマシャンク、２３……レギュレーチングボタン、３０
……ストッパ機構、１５０……レギュレーチングロッド、１５１……レギュレーチングロ
ッドレバー、１６０……アーム部、１６１……レギュレーチングバーブラケット、１７０
……レギュレーチングスクリュー、１７０ｂ……先端部、１８０……固定部、２２３……
レギュレーチングバー、２２３ａ……緩衝部材、３００……駆動機構、３０５……調節機
構、３２３ａ……緩衝部材、４２３……突条部、４２４……粘弾性材、５２３……緩衝部
、５２３ａ，５２３ｂ，５２３ｃ……弾性材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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