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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
鍵の動きに応じて上下に回動するウイッペンと、
該ウイッペンに対して回動可能に支持されると共に、長尺状の本体の一端で打弦部材を支
承し、押鍵に基づき該打弦部材を突き上げた後、所定の往復回動運動を行って再び該打弦
部材の支承位置に戻るジャックと、
該ジャックの前記ウイッペンに対する位置を調整することにより、該ジャックを前記支承
位置に保持する位置調整機構と、
を備えたグランドピアノのアクション機構において、
前記位置調整機構は、
前記ウイッペンに設けられた支持部材と、
該支持部材の先端に設けられ、前記ジャックに当接して該ジャックを係止する係止部材と
、
該係止部材を前記ジャックに対して進退させ、該係止部材の前記ジャックへの当接位置を
規定する位置決め手段と、
から構成されたこと特徴とするグランドピアノのアクション機構。
【請求項２】
前記位置決め手段は、前記支持部材の先端部にて、該支持部材に対して前記係止部材を変
位させることにより、前記係止部材を前記ジャックに対して進退させることを特徴とする
請求項１記載のグランドピアノのアクション機構。
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【請求項３】
前記位置決め手段は、前記支持部材の先端部に形成されたネジ部と、前記係止部材に設け
られたネジ孔との螺合長さを調整することで、前記係止部材を前記支持部材に対して変位
させることを特徴とする請求項２記載のグランドピアノのアクション機構。
【請求項４】
前記係止部材の前記ジャック側の端面には、所定の工具の先端を嵌合させるための嵌合溝
が形成される一方、
前記ジャックの該嵌合溝に対応する位置には、挿通孔が形成され、
前記所定の工具の先端を、前記ジャックの前方から前記挿通孔を介して前記嵌合溝に嵌合
させることが可能に構成されたことを特徴とする請求項３記載のグランドピアノのアクシ
ョン機構。
【請求項５】
前記係止部材の少なくとも一部は、所定の工具で把持し回動可能な多角形状の外周面を有
することを特徴とする請求項２記載のグランドピアノのアクション機構。
【請求項６】
前記位置決め手段は、前記支持部材を前記ウイッペンに対して変位させることにより、前
記係止部材を前記ジャックに対して進退させることを特徴とする請求項１記載のグランド
ピアノのアクション機構。
【請求項７】
請求項６記載のグランドピアノのアクション機構において、
前記ウイッペンを上下方向に穿設して形成された第１挿通孔と、
該第１挿通孔に交差すると共に、前記ジャック側に開口した第２挿通孔と、
を備え、
前記位置決め手段は、
前記第１挿通孔に挿通された前記支持部材の前記係止部材とは反対側の端部に形成された
ラック部と、
前記第２挿通孔に挿通され、前記ラック部と交差して噛合するネジ部を有する調整ネジと
、
から構成され、
前記調整ネジを前記ジャックの前方から回すことにより、前記支持部材を上下動させるこ
とを特徴とするグランドピアノのアクション機構。
【請求項８】
前記ジャックの前記係止部材との当接面を、該係止部材の当接面よりも大きく形成したこ
とを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のグランドピアノのアクション機構。
【請求項９】
前記ウイッペンから前記ジャックのテール部側に延びる支持部を設け、該支持部の先端に
前記位置調整機構を配設し、
該位置調整機構により、前記テール部を係止可能に構成したことを特徴とする請求項１～
８のいずれかに記載のグランドピアノのアクション機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、グランドピアノのアクション機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、図７に示すように、グランドピアノのアクション機構１００は、演奏者の操作によ
って揺動する鍵１１１と、鍵１１１が押されると上昇するキャプスタンスクリュー１１２
と、ウイッペンフレンジ１１３を介してウイッペンレール１１４に回動可能に支持され、
キャプスタンスクリュー１１２の上昇によって上向きに回動するウイッペン１１５と、ウ
イッペン１１５の上昇により、ウイッペン１１５上の支柱１１５ａの先端に回動可能に支
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持されたレピティションレバー１１６と、ウイッペン１１５の先端に回動可能に連結され
、レギュレチングボタン１１７に当接するまでウイッペン１１５と共に上昇するジャック
１１８と、レピティションレバー１１６の先端部の長孔１１６ａを貫通したジャック１１
８の先端に当接して支承され、ジャック１１８に突き上げられると分離するシャンクロー
ラー１１９と、シャンクフレンジ１２０を介してシャンクレール１２１に回動可能に支持
され、シャンクローラー１１９が突き上げられると上向きに回動するハンマーシャンク１
２２と、ハンマーシャンク１２２の先端に装着され、ハンマーシャンク１２２の回動によ
り上方に移動して弦１２５を叩くハンマー１２３等から構成されている。
【０００３】
すなわち、このアクション動作において、ジャック１１８の回動に伴う昇降運動は、シャ
ンクローラー１１９を介してハンマーシャンク１２２の回動運動に変換される。その際、
ジャック１１８の押圧力をハンマーシャンク１２２に効率よく伝達するために、ジャック
１１８の端面（一点鎖線Ｌ）上にシャンクローラー１１９の芯板１１９ａの端面がくるよ
うにジャック１１８の支承位置（ウイッペン１１５に対する角度）が調整されている。
【０００４】
この位置調整は、ジャック１１８の本体の軸方向中央付近に設けられた調整部材１３０と
、ウイッペン１１５のジャック１１８付近に立設されたスプーン１４０とからなる位置調
整機構によって行われる。調整部材１３０は、ジャック１１８に対して進退可能に螺合固
定されたジャックスクリュー１３１と、ジャックスクリュー１３１の先端に設けられたジ
ャックボタン１３２と、ジャックボタン１３２の先端面に設けられた緩衝用のジャックボ
タンフェルト１３３とから構成されている。
【０００５】
そして、図のように、この調整部材１３０の先端（つまりジャックボタンフェルト１３３
）がスプーン１４０の先端部に係止されることで、ウイッペン１１５に対するジャック１
１８の位置（角度）が決定される。このジャック１１８の位置は、ジャックスクリュー１
３１を所定の工具（雌形のマイナスドライバ等）を使ってジャック１１８に対して進退さ
せることで、微調整することができるようになっている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述のように、ジャック１１８がレギュレチングボタン１１７に当接したタイ
ミングで、シャンクローラー１１９がジャック１１８から離れ、ハンマーシャンク１２２
が更に上方に回動してハンマー１２３による打弦に到る。
【０００７】
その間、調整部材１３０がスプーン１４０から離間し、ジャック１１８は、慣性によりさ
らに図中時計回りに回動するが、その後、レピティションレバーの長孔１１６ａ内の先端
壁に当接して反転し、反時計回りに回動する。そして、調整部材１３０がスプーン１４０
に係止されて元の位置に戻り、打弦を終えて戻ってきたシャンクローラー１１９を再び支
持する。従って、ジャック１１８は、打弦を終えてシャンクローラー１１９が戻ってくる
前に、元の位置に戻らなければならない。
【０００８】
しかしながら、上述したジャックスクリュー１３１は、一般に強度保持のために金属材料
からなり、ジャックボタン１３２はプラスチック又は木材からなるので、調整部材１３０
全体の重量を大きくし、そのジャック１１８に占める比重を大きくしている。このため、
ジャック１１８の慣性重量が大きく、打弦後元の位置に戻るまでに要する時間を短くする
のに一定の限界があった。このため、従来のアクション機構１００は、特に連打性能に一
定の限界があり、高度な演奏技術を有する演奏者による高速連打への要求を十分に満たす
ことができなかった。
【０００９】
本発明は、こうした問題に鑑みなされたもので、グランドピアノにおけるジャックの慣性
重量を小さくすることでジャックの回動速度の向上を図り、当該グランドピアノの連打性
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能を向上させることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題に鑑み、請求項１に記載のグランドピアノのアクション機構は、鍵の動きに応じ
て上下に回動するウイッペンと、ウイッペンに対して回動可能に支持されると共に、長尺
状の本体の一端で打弦部材を支承し、押鍵に基づき該打弦部材を突き上げた後、所定の往
復回動運動を行って再び該打弦部材の支承位置に戻るジャックと、ジャックのウイッペン
に対する位置を調整することにより、ジャックを上記支承位置に保持する位置調整機構と
を備える。
【００１１】
そして、この位置調整機構は、ウイッペンに設けられた支持部材と、この支持部材の先端
に設けられ、ジャックに当接してジャックを係止する係止部材と、この係止部材をジャッ
クに対して進退させ、当該係止部材のジャックへの当接位置を規定する位置決め手段とか
ら構成されている。
【００１２】
かかる構成によれば、ジャックの支承位置を調整する調整機構が、ウイッペン側に設けら
れている。つまり、従来ジャックに設けられていた調整部材を取り去り、ウイッペン側に
集約した態様をとる。
このため、ジャックの重量が大幅に軽くなり、その慣性重量を大幅に軽減することができ
る。この結果、ジャックの回動運動が高速になり、高速連打にも十分に対応できるように
なる。従って、高度な技術を有する演奏者の要求を十分に満足させることができる。
【００１３】
この位置決め手段としては、例えば請求項２に記載のように、上記支持部材の先端部にて
上記係止部材を変位させることにより、係止部材をジャックに対して進退させるものが考
えられる。
具体的には、例えば支持部材の先端部に弾性変形可能な複数の係止突起を段階的に設ける
一方、係止部材側にこの各々の係止部と係合可能な係止溝を設け、この係止部材に前方か
らの押圧力又は引張力を与えることにより、当該係止部材の支持部材に対する段階的な位
置調整を行う機構でもよい。
【００１４】
しかし、この機構では、支持部材を段階的に進退させる構成をとるため、ジャックの位置
も段階的にしか調整できない。このため、高精度な位置精度が要求されるアクション機構
であるときに問題が生じる場合がある。
そこで、請求項３に記載のように、位置決め手段が、上記支持部材の先端部に形成された
ネジ部と、係止部材に設けられたネジ孔との螺合長さを調整することで、係止部材を支持
部材に対して変位させる機構にするとよい。
【００１５】
かかる構成によれば、係止部材を回すという作業により、その支持部材に対する位置を連
続的に変化させ、任意の位置で固定することができる。このため、ジャックの位置調整を
高精度に行うことができる。
また、アクション機構のジャックは、一般にその全鍵分が横並びに連続的に配列されてい
るため、隣接するジャック間の隙間が小さい。このため、この場合、グランドピアノの前
方からジャックよりも後方にある係止部材を回す作業が困難であるという問題がある。
【００１６】
そこで、請求項４に記載のように、係止部材のジャック側の端面に、所定の工具（ドライ
バ等）の先端を嵌合させるための嵌合溝を形成する一方、ジャックのこの嵌合溝に対応す
る位置に、この嵌合溝よりも大きな挿通孔を形成した構成とするとよい。
【００１７】
かかる構成によれば、工具の先端を、ジャックの前方から上記挿通孔を介して嵌合溝に嵌
合させることが可能であるため、当該工具を用いて係止部材を回す作業を容易に行うこと
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ができるからである。
しかし、一般に特殊な形状を有するジャックに孔を設けるのは工程上容易ではなく、また
、幅の小さなジャックの本体に孔を穿設するには比較的高度な技術を要する。
【００１８】
そこで、請求項５に記載のように、係止部材の少なくとも一部が、所定の工具で把持し回
動可能な多角形状の外周面を有するように構成してもよい。
この場合、例えば先端部が直角に曲がったスパナ等の特殊な工具を、隣接するジャックの
隙間に挿入し、その先端部を係止部材の外周に嵌合させて係止部材を回すことになる。
【００１９】
ただしこの場合には、位置調整のために特殊な工具を用意する必要があるため、これを特
別注文或いは製作することが必要となり煩わしいといった問題もある。
そこで、例えば請求項６に記載のように、位置決め手段を、支持部材をウイッペンに対し
て変位させることにより、係止部材をジャックに対して進退させる機構として構成するこ
とが考えられる。
【００２０】
具体的には、例えば請求項７に記載のように、ウイッペンを上下方向に穿設して第１挿通
孔を形成し、さらに、この第１挿通孔に交差すると共にジャック側に開口した第２挿通孔
を形成する。そして、位置決め手段を、第１挿通孔に挿通された支持部材の係止部材とは
反対側の端部に形成されたラック部と、第２挿通孔に挿通され、ラック部と交差して噛合
するネジ部を有する調整ネジとから構成することが考えられる。
【００２１】
一般に、ジャックはウイッペンに対して９０度からずれた所定の角度で支持されているた
め、上記構成によれば、調整ネジをジャックの前方から回すことにより支持部材を上下動
させることで、係止部材をジャックに対して前後方向に進退させ、ジャックの位置調整を
することができる。
【００２２】
また、係止部材の先端部には一般に緩衝部材が設けられるが、ジャックの本体の幅が緩衝
部材の当接面より小さい場合には、繰り返される当接時の圧力により緩衝部材にジャック
の形がついてしまう。そして、この状態から係止部材を変位させて位置調整をしようとす
ると、緩衝部材におけるジャックとの当接位置がずれるため、調整を施す度に調整位置が
微妙にずれてしまう場合がある。
【００２３】
そこで、請求項８に記載のように、ジャックの係止部材との当接面を、当該係止部材の当
接面よりも大きく形成するとよい。
かかる構成によれば、常に緩衝部材の当接面全体にジャックの当接部が当接することにな
る。このため、位置調整のために係止部材を変位させても同様の当接状態を維持でき、調
整位置のずれを生じさせることがない。この結果、位置調整を高精度に保つことができる
。
【００２４】
また、上記位置調整機構は、ウイッペン上においてジャックを支持できる位置であればど
こに設けてもよいが、請求項９に記載のように、ウイッペンからジャックのテール部側に
延びる支持部を設け、この支持部の先端に位置調整機構を配設してもよい。
【００２５】
この場合、位置調整機構によりジャックのテール部を係止することで、ジャックの位置調
整を行うことができる。
ただし、位置調整機構をジャックのテール部側に設けると、ウイッペンの回動軸から遠い
ところに当該位置調整機構を集中させることになり、ウイッペンの慣性力が大きくなるた
め、ウイッペン自体の回動速度が低下する虞がある。このため、位置調整機構はウイッペ
ンの本体に設け、ジャックの本体部分を係止するように構成するのが最も簡単かつ効果的
であるとも考えられる。
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【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施例を図面に基づいて説明する。図１は、本実施例に係るグラン
ドピアノのアクション機構の構成を表わす断面図である。
図１に示すように、本実施例のアクション機構１は、演奏者の操作によって揺動する鍵１
１、鍵１１が押されると上昇するキャプスタンスクリュー１２、ウイッペンフレンジ１３
を介してウイッペンレール１４に回動可能に支持され、キャプスタンスクリュー１２の上
昇によって上向きに回動するウイッペン１５、ウイッペン１５の上昇により、ウイッペン
１５上の支柱１５ａの先端の回動軸１５ｂに回動可能に支持されたレピティションレバー
１６、ウイッペン１５の先端の回動軸１５ｃに回動可能に連結され、レギュレチングボタ
ン１７に当接するまでウイッペン１５と共に上昇するジャック１８、押鍵に基づきジャッ
ク１８に突き上げられて打弦する打弦部材等から構成されている。そして、この打弦部材
は、レピティションレバー１６の先端部にある長孔１６ａを貫通したジャック１８の先端
に当接して支承され、ジャック１８に突き上げられると分離するシャンクローラー１９、
シャンクフレンジ２０を介してシャンクレール２１に回動可能に支持され、シャンクロー
ラー１９が突き上げられると上向きに回動するハンマーシャンク２２、及び、ハンマーシ
ャンク２２の先端に装着され、ハンマーシャンク２２の回動により上方に移動して弦２５
を叩くハンマー２３等から構成されている。
【００２７】
そして、ウイッペン１５とジャック１８との間には、ジャック１８の位置調整機構として
の調整部材３０が設けられている。図２（ａ）は、この調整部材３０の周辺の概略構成を
表す斜視図である。
すなわち、調整部材３０は、ウイッペン１５上のジャック１８付近に設けられており、ジ
ャックに立設されて上方に延びその先端部でジャック１８側に屈曲した金属棒からなるス
トップスクリュー３１と、ストップスクリュー３１の先端に設けられた樹脂製又は木製の
円柱からなるストップボタン３２と、ストップボタン３２の先端面に設けられた緩衝用の
フェルトからなるボタンフェルト３３とから構成されている。
【００２８】
尚、本実施例において、ストップスクリュー３１が支持部材に該当し、ストップボタン３
２及びボタンフェルト３３が係止部材に該当する。
より具体的には、同図（ｂ）にその拡大図を示すように、ストップスクリュー３１の先端
部にはネジ部３１ａが設けられており、ストップボタン３２のストップスクリュー３１と
の対向面には、このネジ部３１ａに螺合可能なネジ孔３２ａが設けられている。このネジ
部３１ａの長さ及びネジ孔３２ａの深さは、平均的な調整位置からある程度ずれた位置で
も調整可能なように余裕をもって形成されている。このため、ストップボタン３２を図中
矢印方向に回してその螺合長さを調整することにより、ストップボタン３２のストップス
クリュー３１に対する位置、つまり調整部材３０のジャック１８に対する進退位置を適切
に調整することができる。
【００２９】
また、ストップボタン３２のストップスクリュー３１とは反対側の面には、ボタンフェル
ト３３が接着されるが、その中央には、マイナスドライバＤの先端を挿入嵌合させるため
の角溝３２ｂ（嵌合溝）が設けられている。さらに、ボタンフェルト３３の中央には、角
溝３２ｂよりも大きな径を有する円孔３３ａが穿設されている。一方、同図（ａ）に示す
ように、ジャック１８の長尺状の本体１８ａの上記円孔３３ａに対応する位置には、円孔
１８ｂ（挿通孔）が穿設されている。
【００３０】
このため、調整部材３０の位置を調整する際には、アクション機構１の前方からマイナス
ドライバＤを挿入し、その先端を円孔１８ｂ，３３ａを介して角溝３２ｂに挿入嵌合させ
てストップボタン３２を回動させる。そして、ボタンフェルト３３の端面をジャック１８
の本体に当接させることにより、上述のようにジャック１８の端面上にシャンクローラー
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１９の芯板１９ａの端面がくるようにする。
【００３１】
図１に戻り、このようにして調整されたアクション機構１では、押鍵後、ジャック１８が
レギュレチングボタン１７に当接したタイミングで、シャンクローラー１９がジャック１
８から離れ、ハンマーシャンク２２が上方に回動してハンマー２３による打弦に到る。こ
のとき、ジャック１８は、調整部材３０から離間すると、さらに図中時計回りに回動する
が、離鍵の後は、反時計回りに回動して元の位置に速やかに戻る。
【００３２】
以上に説明したように、本実施例のアクション機構１においては、調整部材３０が、ウイ
ッペン１５側に設けられている。つまり、従来ジャックに設けられていた調整部材を取り
去り、ウイッペン側に集約した態様をとる。
このため、ジャック１８の重量が従来よりも大幅に軽くなり、その慣性重量を大幅に軽減
することができる。この結果、ジャック１８の回動運動が高速になり、高速連打にも十分
に対応できるようになる。従って、高度な技術を有する演奏者の要求を十分に満足させる
ことができる。
【００３３】
また、アクション機構１のジャック１８は、一般に全鍵分（８８鍵分）が連続的に配列さ
れているためその隙間が小さく、ジャック１８よりも後方にある部品に対して工具を到達
させることが困難となっているが、本実施例のようにジャック１８や調整部材３０の構造
に工夫を凝らすことでそれが容易になる。
［第２実施例］
上記第１実施例では、ウイッペン１５側に設けた調整部材３０の位置調整をするための構
成として、ジャック１８の本体１８ａに円孔１８ｂを穿設した態様を示した。しかし、一
般に特殊な形状を有するジャック１８に孔を設けるのは工程上容易ではなく、また、幅の
小さな本体１８ａに孔を穿設するには比較的高度な技術を要する。そこで、本実施例では
、ジャックに対してこのような孔を設ける必要のない構成について、図３に基づいて説明
する。
【００３４】
ただし、本構成においては、ジャックに孔が設けられていない点と、調整部材の構造が一
部異なる点以外は上記第１実施例と同様であるため、同様の構成部分についてはその説明
を省略する。
図３に示すように、本実施例のアクション機構の調整部材２３０は、ウイッペン２１５上
のジャック２１８付近に立設されており、この調整部材２３０は、上方に延びその先端部
でジャック２１８側に屈曲した金属棒からなるストップスクリュー２３１と、ストップス
クリュー２３１の先端に設けられた樹脂製又は木製の円柱からなるストップボタン２３２
と、ストップボタン２３２の先端面に設けられた緩衝用のフェルトからなるボタンフェル
ト２３３とから構成されている。
【００３５】
より具体的には、同図（ｂ）にその拡大図を示すように、本実施例のストップボタン２３
２は、六角柱に形成された本体２３２ａと、本体２３２ａに連接され、本体２３２ａより
も大きな断面を有する円板状の頭部２３２ｂとから構成される。ボタンフェルト２３３は
、この頭部２３２ｂの先端面に接着されている。
【００３６】
そして、ストップボタン２３２のストップスクリュー２３１との対向面には、ストップス
クリュー２３１の先端部に設けられたネジ部２３１ａに螺合可能なネジ孔２３２ｃが設け
られている。このため、同図（ａ）に示すような先端部を９０度程度屈曲させた特殊形状
のスパナＳをアクション機構の前方から挿入し、その先端部で本体２３２ａを把持して回
すことにより、ストップボタン２３２のストップスクリュー２３１に対する位置、つまり
調整部材２３０のジャック２１８に対する進退位置を適切に調整することができる。
【００３７】
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以上に述べたように、本実施例のアクション機構によれば、ジャック２１８に孔を穿設す
ることなく調整部材２３０の位置調整ができる。このため、第１実施例と比較してアクシ
ョン機構の製造が簡素化され、その製造コストの低減を図ることができる。また、調整部
材２３０がウイッペン２１５側に設けられているため、第１実施例と同様の効果を得るこ
とができる。
【００３８】
尚、本実施例では、ストップボタン２３２の本体２３２ａの形状を六角柱に形成したが、
本体２３２ａの形状は、多角形状の外周面を有するものであれば、どのような形状でもよ
い。
［第３実施例］
上記第２実施例では、調整部材２３０の位置調整のために特殊な工具を用意する必要があ
るため、これを特別注文或いは製作することが必要となる。
【００３９】
そこで、本実施例では、第１実施例のようにジャック側に穿設することなく、しかも第２
実施例のような特殊な工具を必要としない構成について、図４に基づいて説明する。
ただし、本構成においては、ジャックに孔が設けられていない点と、調整部材の構造が一
部異なる点以外は上記第１実施例等と同様であるため、同様の構成部分についてはその説
明を省略する。
【００４０】
図４に示すように、本実施例の調整部材３３０は、ウイッペン３１５上のジャック３１８
付近に立設されており、この調整部材３３０は、上方に延びその先端部でジャック３１８
側に屈曲した金属棒からなるストップスクリュー３３１と、ストップスクリュー３３１の
先端に設けられた樹脂製又は木製の円柱からなるストップボタン３３２と、ストップボタ
ン３３２に巻回された緩衝用のフェルトからなるボタンフェルト３３３とから構成されて
いる。
【００４１】
ストップボタン３３２は、上記第１実施例のストップボタン３２及び第２実施例のストッ
プボタン２３２とは異なり、その円柱状の本体の曲面部にてボタンフェルト３３３を介し
てジャック３１８に当接する構成となっている。このため、ジャック３１８の角度によら
ず、その当接面をほぼ均一な圧力で当接させることができる。
【００４２】
また、ストップスクリュー３３１の一端は、ボタンフェルト３３３を貫通してストップボ
タン３３２に組み付けられ、他端部は、ウイッペン３１５に上下方向に穿設された挿通孔
３１５ａ（第１挿通孔）に摺動可能に挿通されている。すなわち、この他端部には、同図
（ｂ）にその拡大図を示すように、その長手方向に連続的に配列された複数のラック歯を
備えるラック部３３１ａが設けられている。
【００４３】
一方、ウイッペン３１５の下方に設けられた突設部３１５ｂには、前方に開口すると共に
挿通孔３１５ａと交差する挿通孔３１５ｃ（第２挿通孔）が設けられており、この挿通孔
３１５ｃには、先端部に歯車形状の断面を有するネジ部３５１ａが形成された調整ネジ３
５１が挿通されている。これらネジ部３５１ａとラック部３３１ａとは噛合しており、ド
ライバＤを前方から差し込んで調整ネジを回すことにより、ストップスクリュー３３１を
ウイッペン３１５に対して上下方向に移動させ、その位置を調整できるようになっている
。この場合、ジャック３１８はストップスクリュー３３１に対して所定角度傾いているた
め、このストップスクリュー３３１を上下させて調整部材３３０のジャック３１８への当
接位置を上下に変化させることで、ジャック３１８の位置（角度）を調整することが可能
である。
【００４４】
以上に述べたように、本実施例のアクション機構によれば、ジャック３１８に孔を穿設す
ることなく、また特殊な工具を用いることなく、調整部材３３０の位置調整ができる。ま
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た、調整部材３３０がウイッペン３１５側に設けられているため、第１実施例等と同様の
効果を得ることができる。
【００４５】
以上、本発明の実施例について説明したが、本発明の実施の形態は、上記実施例に何ら限
定されることなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態をとり得ることはいうま
でもない。
例えば、上記第１実施例及び第２実施例においては、ボタンフェルトを円板状に形成した
ため、ジャックの本体の幅がボタンフェルトの径より小さい場合に、繰り返される当接時
の圧力によりボタンフェルトにジャックの形がついてしまう。そして、この状態から調整
部材を調整すると、ボタンフェルトを回動させることになるので、形のついた部分が回転
し当接面の状態が変化する。このため、調整を施す度に調整位置が微妙にずれてしまう場
合もある。
【００４６】
そこで、例えば図５（ａ）に変形例として示すように、ジャック４１８の当接部４１８ａ
の当接面を、ボタンフェルト４３３の当接面と同じかそれよりも大きい円形状に形成して
もよい。かかる構成によれば、常にボタンフェルト４３３の当接面全体にジャック４１８
の当接部４１８ａが当接することになる。このため、位置調整のためにストップボタン４
３２を回転させても同様の当接状態を維持でき、調整位置のずれを生じさせることがない
。この結果、位置調整の精度が高まる。
【００４７】
尚、図５（ａ）には、ジャック４１８に円孔４１８ａを穿設した態様、つまり第１実施例
に対応した変形例を示したが、第２実施例のようにジャックに穿設しない構成でも同様に
適用可能であることはもちろんである。
また、上記第１実施例及び第２実施例においては、ストップボタンをストップスクリュー
に螺合させることにより、ストップボタンのストップスクリューに対する位置、つまり調
整部材のジャックに対する進退位置を調整する態様としたが、これ以外の構成を採ること
も可能である。
【００４８】
例えば、図５（ｂ）に示すように、ストップスクリュー５３１をプラスチック等で形成し
、その先端部に弾性変形可能な複数の係止突起５３１ａを段階的に設ける一方、ストップ
ボタン５３２側にこの各々の係止突起５３１ａと段階的に係合可能な係止溝５３２ａを設
けた構成としてもよい。この場合、ストップボタン５３２を、ストップスクリュー５３１
に対して押圧、又はストップスクリュー５３１から引っ張ることにより、ストップボタン
５３２をストップスクリュー５３１に対して段階的に進退させることができる。つまり、
調整部材のジャックに対する進退位置を段階的に調整することができる。
【００４９】
さらに、図６に別の変形例を示すように、調整部材６３０によりジャック６１８のテール
部６１８ａを係止する構成としてもよい。
具体的には、本変形例では、ウイッペン６１５からテール部６１８ａ側に支持部６１５ａ
を延設し、この支持部６１５ａの先端部に調整部材６３０を設ける。この調整部材６３０
は、一端が支持部６１５ａに対して進退可能に支持されたストップスクリュー６３１と、
ストップスクリュー６３１の他端（下端）に設けられたストップボタン６３２と、ストッ
プボタン６３２の先端面に設けられた緩衝用のボタンフェルト６３３とから構成されてい
る。
【００５０】
また、ストップスクリュー６３１の一端にはラック部が形成され、さらに、支持部６１５
ａに設けられた水平方向の挿通孔６１５ｂには、このラック部に交差して螺合する調整ネ
ジ６５１が挿通しており、上記第３実施例と同様の構成を実現している。このため、ドラ
イバを前方から差し込んでこの調整ネジ６５１を回すことによりボタンフェルト６３３の
先端面の位置を調整することができ、これにより、ジャック６１８の位置調整をすること
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施例に係るアクション機構を表す断面図である。
【図２】　第１実施例のアクション機構の要部詳細を表す説明図である。
【図３】　第２実施例に係るアクション機構の要部詳細を表す説明図である。
【図４】　第３実施例に係るアクション機構の要部詳細を表す説明図である。
【図５】　変形例に係るアクション機構の要部詳細を表す説明図である。
【図６】　変形例に係るアクション機構の要部詳細を表す説明図である。
【図７】　従来のアクション機構を表す断面図である。
【符号の説明】
１・・・アクション機構、　１１・・・鍵、
１５，２１５，３１５，６１５・・・ウイッペン、
１８，２１８，３１８，４１８，６１８・・・ジャック、
１８ａ・・・本体、　２２・・・ハンマーシャンク、
２３・・・ハンマー、　２５・・・弦、
３０，２３０，３３０，６３０・・・調整部材、
３１，２３１，３３１，６３１・・・ストップスクリュー、
３２，２３２，３３２，４３２，６３２・・・ストップボタン、
３３，２３３，３３３，４３３，６３３・・・ボタンフェルト、
３５１，６５１・・・調整ネジ、　６１８ａ・・・テール部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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