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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押鍵操作に伴って動作し、ハンマに設けられたハンマローラを介して前記ハンマを回動
させて発音部材を打撃させることが可能なアクション機構であって、
　後端部の回動支点を中心に回動自在に設けられ、押鍵された鍵によって突き上げられて
上方である往方向に回動するウィッペンと、
　先端部に挿通部を有して前記ウィッペンと一体または別体に構成され、前記ウィッペン
から上方に突設されたバネ体と、
　前記バネ体と前記ウィッペンとにかけて設けられ、前記バネ体を、自由状態に対して前
側であって前記ウィッペン側に撓ませた状態に規制すると共に、前記ウィッペン側へのさ
らなる撓みを許容する位置規制手段と、
　前記ウィッペンの往方向への回動行程において、前記バネ体の前記先端部と当接して前
記先端部の上限位置を規制する上限規制手段と、
　レギュレーティングボタンと、
　上端部を有し、前記ウィッペンに回動自在に設けられ、押鍵往行程において、前記バネ
体の前記挿通部を通じて前記上端部に当接している前記ハンマローラを駆動して前記ハン
マを突き上げると共に、押鍵往行程の途中で前記レギュレーティングボタンに当接して往
方向に回動するジャックと、
　前記ウィッペンから前記ジャックにかけて設けられ、前記ジャックを復帰方向に付勢す
るジャック付勢手段とを有し、
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　前記バネ体は、押鍵往行程において前記先端部が前記上限規制手段に当接するまでの間
は、前記バネ体の前記先端部の上面のうち、前記バネ体の延設方向において前記挿通部と
同じ位置である挿通部対応上面が、当接している前記ハンマローラを駆動する一方、離鍵
直後において往方向の回動終了位置から戻る前記ハンマの前記ハンマローラを自身の弾性
によって弾性的に受け止めると共に、非押鍵状態まで前記鍵を戻すことなく再押鍵するこ
とにより前記ジャックによる前記ハンマローラの繰り返し駆動を可能とするように構成さ
れたことを特徴とするアクション機構。
【請求項２】
　前記位置規制手段は、前記バネ体の前記ウィッペン側への撓み状態を調節する調節手段
を有することを特徴とする請求項１記載のアクション機構。
【請求項３】
　非押鍵状態において、前記挿通部対応上面と前記ジャックの前記上端部とは面一である
ことを特徴とする請求項１または２記載のアクション機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、押鍵操作に伴って動作し、ハンマに設けられたハンマローラを介してハンマ
を回動さて発音部材を打撃させることが可能なアクション機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下記特許文献１に示されるように、アコースティックピアノは、鍵の押鍵操作に
連動して動作するアクション機構を鍵毎に備えている。
【０００３】
　図４は、従来のアコースティックグランドピアノの１つのアクション機構の側面図であ
る。このアクション機構は、鍵３０の押鍵操作によってハンマ１１を回動飛翔させ、ハン
マ１１が発音部材である弦１９を打撃して発音させるものである。同図において、奏者側
（右側）が前側である。
【０００４】
　鍵３０の後端部上面には、キャプスタンスクリュ４が植設されている。鍵３０の後端部
上部には、バックチェック３５が設けられる。
【０００５】
　このアクション機構は、ウィッペン５、ジャック６、レペティションレバー８等を主に
備える。ウィッペン５は、その後端部５ａの回動支点２３が、サポートレール３に固定さ
れたサポートフレンジ２に軸支され、自由端である前端５ｂが、回動支点２３を中心とし
て上下方向に回動自在にされている。ウィッペン５の回動支点２３側の上面には、ハンマ
シャンクストップフェルト２０が配設される。ウィッペン５の前半部上部には、スプーン
３３が突設されている。
【０００６】
　ウィッペン５の前後方向中央においてレペティションレバーフレンジ７が上方に突設さ
れる。レペティションレバー８は、レペティションレバーフレンジ７の上端部の回動支点
７ａを中心に、同図時計及び反時計方向に回動自在に支持される。ジャック６は、略上方
に延びた垂直部６ａと略水平方向前方に延びたジャック小６ｂとを有して側面視略Ｌ字形
を呈する。ジャック６は、ウィッペン５の前端５ｂの回動支点３６に、同図時計及び反時
計方向に回動自在に配設される。
【０００７】
　ジャック６は、ジャックボタンスクリュ３２と、ジャックボタンスクリュ３２の後端部
に設けられたジャックボタン３１とを有している。非押鍵状態（離鍵状態）においては、
スプーン３３にジャックボタン３１が当接して、ジャック６の初期位置が規制され、その
初期位置は、ジャックボタンスクリュ３２で調節することができる。
【０００８】
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　このアクション機構にはまた、シャンクレール１０にシャンクフレンジ９が固定的にさ
れている。レギュレーティングボタン２５が、シャンクレール１０に取り付けられたレギ
ュレティングレール１００に対して高さ調節自在に設けられている。シャンクフレンジ９
の下部には、レペティションスクリュ３４が設けられている。
【０００９】
　ハンマ１１は、レペティションレバー８の上方に配設される。ハンマ１１のハンマシャ
ンク１６の前端である一端が、シャンクフレンジ９に対して、回動中心１３を中心として
上下方向に回動自在に枢支され、ハンマシャンク１６の後端である自由端にハンマウッド
１７が取付けられている。このハンマウッド１７の上端にハンマフェルト１８が取り付け
られている。ハンマシャンク１６の一端近傍にハンマローラ１４が設けられる。
【００１０】
　レペティションレバーフレンジ７からは、レペティションレバースプリング１２が二股
に延設され、その下側のジャック付勢部１２ａがジャック６との間に懸架され、上側のレ
ペティション付勢部１２ｂがレペティションレバー８との間に懸架されている。ジャック
６は、ジャック付勢部１２ａによって反時計方向に常に付勢されている。
【００１１】
　非押鍵状態において、レペティションレバー８は、レペティション付勢部１２ｂから反
時計方向の回動習性が付与されることにより、その前端部上面にてハンマローラ１４を下
方より受け止め、該ハンマ１１を初期位置に規制する。一方、レペティションレバー８の
後端部にはレペティションレバーボタン１５が高さ調整自在に配設されている。このボタ
ン１５はウィッペン５の後端部５ａの上面に当接し、これによってレペティションレバー
８の反時計方向への回動が規制され、レペティションレバー８が初期位置に規制される。
【００１２】
　レペティションレバー８の前端部には、長孔２１が形成されている。ジャック６の垂直
部６ａが長孔２１内に挿通され、垂直部６ａの頂端面２２がレペティションレバー８の上
面とほぼ面一になっている。
【００１３】
　かかる構成において、非押鍵状態から鍵３０が押鍵操作された押鍵往行程においては、
キャプスタンスクリュ４の上昇によってウィッペン５が突き上げられ、回動支点２３を中
心として往方向である反時計方向に回動する。ウィッペン５が突き上げられることにより
、レペティションレバー８及びジャック６がウィッペン５と一緒に上方に回動する。これ
らの回動に伴い、まず、レペティションレバー８及びジャック６の垂直部６ａが、ハンマ
ローラ１４を回転乃至摺動させながら、ハンマローラ１４を介してハンマ１１を押し上げ
、上方に回動させる。
【００１４】
　次いで、レペティションレバー８がレペティションスクリュ３４に当接係合することに
より、レペティションレバー８の反時計方向への変位（上限位置）が規制されると、ジャ
ック６の垂直部６ａの頂端面２２がレペティションレバー８の長孔２１を通じて突出し、
ハンマローラ１４が頂端面２２によって駆動されて、ハンマ１１が突き上げられる。
【００１５】
　ウィッペン５がさらに往方向に回動すると、その回動途中でジャック６のジャック小６
ｂがレギュレーティングボタン２５の下面に当接してその上昇が阻止されるが、ウィッペ
ン５自身は、なおも回動するため、ジャック６は時計方向に回動する。そのため、ジャッ
ク６の垂直部６ａの頂端面２２がハンマローラ１４の下方から一時的に前方に抜けて、脱
進する。これにより、ハンマ１１は、ジャック６との係合を解かれ、自由回動状態で弦１
９を打弦する。ハンマ１１は、打弦後は、自重と弦１９の反撥力とによって回動復帰する
。
【００１６】
　押鍵終了後、その状態が維持されているときは、弦１９で跳ね返ったハンマ１１は、バ
ックチェック３５に受け止められ、静止している。鍵３０が離鍵され、バックチェック３
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５とハンマ１１との係合が解かれると、レペティション付勢部１２ｂの付勢力によって、
レペティションレバー８が反時計方向に回動すると共に、ハンマローラ１４がレペティシ
ョンレバー８に支えられる。
【００１７】
　また、ジャック６は、打弦動作後、ウィッペン５の回動復帰に伴ってレギュレーティン
グボタン２５から解放され、ジャック付勢部１２ａの付勢力により反時計方向に回動復帰
して、初期位置に戻る。ジャック６の垂直部６ａの頂端面２２がハンマローラ１４の下側
位置に速やかに復帰することによって、鍵３０が非押鍵位置まで完全に戻らなくても、再
押鍵による次の打弦動作が行えるようになる。つまり、速い連弾が可能となる。
【特許文献１】特公平７－４６２７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、上記従来の一般的なアクション機構では、同一鍵を速く繰り返し押鍵す
る連打性（連弾性）を良好にするためには、レペティションレバー８が不可欠である。し
かも、レペティションレバー８は、それ自身、回動自在に構成し、ハンマ１１を支えるた
めのレペティション付勢部１２ｂ等の部材も付随するため、構成が簡単ではない。さらに
は、レペティションレバー８の位置調節機構も必要である。
【００１９】
　従って、良好な連打性を確保することを前提に、構成を簡単にする上で、改善の余地が
あった。
【００２０】
　本発明は上記従来技術の問題を解決するためになされたものであり、その目的は、良好
な連打性を確保しつつ構成を簡単にすることができるアクション機構を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を達成するために本発明の請求項１のアクション機構は、押鍵操作に伴って動
作し、ハンマ（１１）に設けられたハンマローラ（１４）を介して前記ハンマを回動させ
て発音部材（１９）を打撃させることが可能なアクション機構（ＡＣＴ）であって、後端
部（５ａ）の回動支点（２３）を中心に回動自在に設けられ、押鍵された鍵によって突き
上げられて上方である往方向に回動するウィッペン（５）と、先端部（４０ｂａ）に挿通
部（４１）を有して前記ウィッペンと一体または別体に構成され、前記ウィッペンから上
方に突設されたバネ体（４０）と、前記バネ体と前記ウィッペンとにかけて設けられ、前
記バネ体を、自由状態に対して前側であって前記ウィッペン側に撓ませた状態に規制する
と共に、前記ウィッペン側へのさらなる撓みを許容する位置規制手段（４３、４５）と、
前記ウィッペンの往方向への回動行程において、前記バネ体の前記先端部と当接して前記
先端部の上限位置を規制する上限規制手段（３４）と、レギュレーティングボタン（２５
）と、上端部（２２）を有し、前記ウィッペンに回動自在に設けられ、押鍵往行程におい
て、前記バネ体の前記挿通部を通じて前記上端部に当接している前記ハンマローラを駆動
して前記ハンマを突き上げると共に、押鍵往行程の途中で前記レギュレーティングボタン
に当接して往方向に回動するジャック（６）と、前記ウィッペンから前記ジャックにかけ
て設けられ、前記ジャックを復帰方向に付勢するジャック付勢手段（１２ａ）とを有し、
前記バネ体は、押鍵往行程において前記先端部が前記上限規制手段に当接するまでの間は
、前記バネ体の前記先端部の上面のうち、前記バネ体の延設方向において前記挿通部と同
じ位置である挿通部対応上面が、当接している前記ハンマローラを駆動する一方、離鍵直
後において往方向の回動終了位置から戻る前記ハンマの前記ハンマローラを自身の弾性に
よって弾性的に受け止めると共に、非押鍵状態まで前記鍵を戻すことなく再押鍵すること
により前記ジャックによる前記ハンマローラの繰り返し駆動を可能とするように構成され
たことを特徴とする。
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【００２２】
　好ましくは、前記位置規制手段は、前記バネ体の前記ウィッペン側への撓み状態を調節
する調節手段（４５）を有する（請求項２）。
【００２３】
　なお、上記括弧内の符号は例示である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の請求項１によれば、良好な連打性を確保しつつ構成を簡単にすることができる
。
【００２５】
　請求項２によれば、バネ体の初期位置を調節可能として、押鍵初期にハンマローラを適
切に駆動することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施の形態に係るアクション機構の側面図である。このアクション
機構ＡＣＴは、例えば、アコースティックグランドピアノに適用され、各鍵３０毎に設け
られる。
【００２８】
　アクション機構ＡＣＴにおいては、図４に示した従来のアクション機構に対して、レペ
ティションレバー８、レペティションレバーボタン１５、レペティションレバースプリン
グ１２のうちレペティション付勢部１２ｂ、及び、レペティションレバーフレンジ７が廃
止されている。その一方、バネ体４０、ネジ軸体４３、フェルト４４及びナット４５が設
けられると共に、レペティションレバーフレンジ７に代えてフレンジ部５ｃが設けられる
。その他の構成及び作用は、図４に示したアクション機構のものと全く同様であるので、
以下、異なる構成要素について説明する。また、以降の図において、図４に示したアクシ
ョン機構の構成要素と同じものには同じ符号が付されている。
【００２９】
　図２（ａ）は、バネ体４０及びウィッペン５周りの斜視図、図２（ｂ）は、バネ体４０
の部分平面図である。
【００３０】
　図１、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、フレンジ部５ｃは、ウィッペン５の前後方向
略中央において上方に一体に突設される。フレンジ部５ｃは、ウィッペン５とは別体であ
ってもよい。スプリングでなるジャック付勢部１２ａは、フレンジ部５ｃとジャック６と
の間に懸架される。フレンジ部５ｃの上端部から、上方で且つ斜め後方に傾斜してネジ軸
体４３が突設されている。ネジ軸体４３の外周には雄ねじが形成されている（図示せず）
。
【００３１】
　ウィッペン５の上部の、フレンジ部５ｃよりも後方位置からは、板状のバネ体４０が片
持ち梁の体裁で延設されている。バネ体４０は、幅細の基部側半部４０ａ及び幅広の自由
端側半部４０ｂからなり、金属や樹脂等の弾性乃至可撓性のある部材で一体に形成される
。基部側半部４０ａの基部４０ａａが、ウィッペン５に対して埋設固定されている。
【００３２】
　バネ体４０は、基部４０ａａのみが固定された自由状態において、基部側半部４０ａが
、基部４０ａａから鉛直方向に延び、その上部が、後方且つ上方に凸となるように「くの
字」状に湾曲した湾曲部４０ａｂとなっている。これにより、バネ体４０は、自由端側半
部４０ｂが前側で且つウィッペン５側に傾斜した状態が、自由状態となっている。バネ体
４０は、基部４０ａａのみが固定された自由状態において、仮に、自由端側半部４０ｂに
上下方向の外力を受けたとすると、主に基部側半部４０ａの特に湾曲部４０ａｂが撓んで
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、自由端側半部４０ｂが上下に変位するようになっている。
【００３３】
　図２（ａ）、（ｂ）に示すように、自由端側半部４０ｂの先端部４０ｂａには、フェル
ト４２が取り付けられている。自由端側半部４０ｂにおけるフェルト４２の後側には、ジ
ャック６が挿通可能な挿通穴４１が形成されている。挿通穴４１は、ジャック６が回動す
る際に垂直部６ａが前後方向に変位可能な程度の長さを有する。
【００３４】
　バネ体４０の厚みは一様で、０．１～１．０ｍｍ程度であり、自由端側半部４０ｂの最
大幅は１０～１１ｍｍ程度である。特に、挿通穴４１の幅及び挿通穴４１付近の自由端側
半部４０ｂの幅については、ハンマローラ１４が安定して受け止められる程度に設計され
ている。
【００３５】
　なお、挿通穴４１は、バネ体４０自身に形成してもよいが、自由端側半部４０ｂの先端
部４０ｂａを先割れの二股形状とし、先端をフェルト４２で繋ぐことで挿通穴４１が形成
されるようにしてもよい。あるいは、挿通穴４１は、穴の形態をとることなく、ジャック
６の垂直部６ａが挿通可能であればよい。
【００３６】
　自由端側半部４０ｂの挿通穴４１よりも基部側半部４０ａ側寄りには、ネジ軸体４３が
貫通可能な穴４６が形成されている。穴４６を貫通して上方に突出しているネジ軸体４３
に対して、フェルト４４を介してナット４５が螺合されている。ナット４５の螺合深さに
よって、バネ体４０の自由端側半部４０ｂの上下方向の位置が調節可能となっていて、ジ
ャック６の垂直部６ａの頂端面２２が、自由端側半部４０ｂの上面とほぼ面一になるよう
に調節されている。
【００３７】
　すなわち、バネ体４０は、ナット４５が螺合されていない自由状態では、その上面がジ
ャック６の頂端面２２よりも高い。しかし、自由端側半部４０ｂがナット４５により下方
に押さえつけられることで、ウィッペン５側に少し撓んだ状態に位置決め規制される。こ
の状態では、自由端側半部４０ｂは、仮に上方からの外力を受ければ、ウィッペン５側へ
のさらなる撓みが許容される。
【００３８】
　かかる構成において、非押鍵状態から鍵３０が押鍵操作された押鍵往行程においては、
キャプスタンスクリュ４の上昇によってウィッペン５が突き上げられ、回動支点２３を中
心として往方向である反時計方向に回動する。ウィッペン５が突き上げられることにより
、バネ体４０及びジャック６がウィッペン５と一緒に上方に回動する。これらの回動に伴
い、まず、バネ体４０の自由端側半部４０ｂの上面及びジャック６の垂直部６ａが、ハン
マローラ１４を回転乃至摺動させながら、ハンマローラ１４を介してハンマ１１を押し上
げ、上方に回動させる。
【００３９】
　次いで、自由端側半部４０ｂのフェルト４２がレペティションスクリュ３４に当接係合
することにより、バネ体４０の反時計方向への変位（上限位置）が規制されると、ジャッ
ク６の垂直部６ａの頂端面２２がバネ体４０の挿通穴４１を通じて上方に突出する。以降
は、押鍵態様（強さ乃至速さと、それらの時間的変化の態様も含む）によって作用が異な
るが、頂端面２２が挿通穴４１を貫通して突出したとき、ハンマローラ１４が頂端面２２
に当接する位置にあれば、頂端面２２によってハンマローラ１４が駆動され、ハンマ１１
が突き上げられる。
【００４０】
　ウィッペン５がさらに往方向に回動すると、その回動途中でジャック６のジャック小６
ｂがレギュレーティングボタン２５の下面に当接して、そのさらなる上昇が阻止されるが
、ウィッペン５自身は、なおも回動するため、ジャック６は時計方向に回動する。そのた
め、ジャック６の垂直部６ａの頂端面２２がハンマローラ１４の下方から一時的に前方に
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抜けて、脱進する。これにより、ハンマ１１は、ジャック６によって駆動されていた場合
においても、ジャック６との係合を解かれ、自由回動状態で弦１９を打弦する。ハンマ１
１は、打弦後は、自重と弦１９の反撥力とによって回動復帰する。
【００４１】
　押鍵終了後、その状態が維持されているときは、弦１９で跳ね返ったハンマ１１は、バ
ックチェック３５に受け止められ、静止している。鍵３０が離鍵され、バックチェック３
５とハンマ１１との係合が解かれると、バネ体４０自身の弾性力によって、バネ体４０の
自由端側半部４０ｂが復帰方向である上方に変位すると共に、ハンマローラ１４が自由端
側半部４０ｂに弾性的に受け止められる。
【００４２】
　また、ジャック６は、打弦動作後、ウィッペン５の回動復帰に伴ってレギュレーティン
グボタン２５から解放され、ジャック付勢部１２ａの付勢力により反時計方向に回動復帰
して、初期位置に戻る。ジャック６の垂直部６ａの頂端面２２がハンマローラ１４の下側
位置に速やかに復帰することによって、鍵３０が非押鍵位置まで完全に戻らなくても、再
押鍵による次の打弦動作が行えるようになる。すなわち、押鍵終了位置に近いストローク
位置で押鍵を繰り返すと、毎回、バネ体４０の自由端側半部４０ｂの挿通穴４１を通じて
、ジャック６の頂端面２２が突出動作し、ハンマローラ１４を駆動する。これにより、速
い連弾が可能となる。
【００４３】
　従って、このアクション機構ＡＣＴを図４に示した従来のアクション機構と比較すると
、次のようになる。まず、バネ体４０が、押鍵初期にハンマローラ１４を駆動すると共に
、離鍵直後に回動終了位置から復帰するハンマローラ１４を弾性的に受け止めることから
、レペティションレバー８及びレペティション付勢部１２ｂと同様の機能を果たす。また
、ナット４５及びネジ軸体４３が、バネ体４０の自由端側半部４０ｂの初期位置を規制及
び調節することから、レペティションレバーボタン１５と同様の機能を果たす。
【００４４】
　従って、本実施の形態によれば、レペティションレバー８、レペティション付勢部１２
ｂ、レペティションレバーボタン１５等の従来の構成に比し、バネ体４０、ナット４５及
びネジ軸体４３という簡単な機構で従来と同様の機能を果たすので、良好な連打性を確保
しつつ構成を簡単にすることができる。しかも、自由端側半部４０ｂの初期位置が調節可
能であるので、押鍵初期にハンマローラ１４を適切に駆動することができる。
【００４５】
　なお、ウィッペン５の材質として木材、金属、樹脂等が採用される。一方、バネ体４０
をウィッペン５と共に樹脂で構成する場合は、両者を一体成形により一体に形成すると、
製造及び構成が一層簡単になる。
【００４６】
　なお、自由端側半部４０ｂを下方に撓ませた状態で位置を規制する機構としては、ナッ
ト４５とネジ軸体４３の組み合わせに限られず、位置を規制する係止部材等の機構と位置
を調節する機構とを別個に設けてもよい。また、フェルト４４とナット４５との、接着等
による一体化も可能である。雑音防止の観点を除けばフェルト４４自体も必須でない。
【００４７】
　なお、ジャック付勢部１２ａは、ジャック６に復帰させる付勢力を発揮する構成であれ
ばよく、スプリングに限られない。
【００４８】
　なお、打撃されて発音する発音部材としては、弦１９に限られず、発音板等、打撃によ
って振動して発音するものであればよい。従って、本発明が適用される楽器も、グランド
ピアノに限られず、従来のグランドピアノと同様のアクション機構が採用可能な楽器であ
れば広く適用可能である。例えば、グロッケンシュピールやチェレスタ等にも適用可能性
はある。また、本実施の形態のアクション機構ＡＣＴは、実際には発音部材を打撃せず（
あるいは設けずに）に、押鍵感触だけアコースティックなものに似せたような電子鍵盤楽
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器にも適用可能である。
【００４９】
　なお、バネ体４０は、自由端側半部４０ｂに相当する部分が上下に変位可能に撓むこと
ができればよく、単一素材で一体に形成する必要はなく、複数の部材による組み合わせで
構成してもよい。また、バネ体４０の形状は、例示したものに限られず、図３に示すよう
に、各種の変形例が考えられる。
【００５０】
　図３（ａ）は、バネ体の第１変形例を示す斜視図である。図３（ｂ）、（ｃ）は、バネ
体の第２、第３変形例を示す部分平面図である。
【００５１】
　第１変形例のバネ体４０は、図３（ａ）に示すように、自由端側半部４０ｂの両側部を
下方に折曲形成して剛性を高めてあり、自由端側半部４０ｂ自体が撓みにくくなっている
。一方、基部側半部４０ａについては、図２（ａ）に示す例と同じである。従って、この
バネ体４０は、自由端側半部４０ｂがほとんど撓むことがなく、ほぼ基部側半部４０ａの
撓みだけで自由端側半部４０ｂが上下に変位する。
【００５２】
　第１変形例によれば、自由端側半部４０ｂの上面とジャック６の頂端面２２とを面一に
しやすく、ナット４５による位置調節が容易である。
【００５３】
　第２変形例のバネ体４０は、図３（ｂ）に示すように、自由端側半部４０ｂが平行な２
本の丸棒で構成され、ジャック６の垂直部６ａが貫通する挿通穴４１とネジ軸体４３が貫
通する穴４６とが一体に形成されている。基部側半部４０ａも丸棒で構成される。フェル
ト４２が取り付けられる自由端側半部４０ｂの先端は繋がっているが、先割れとなってい
てもよい。
【００５４】
　この第２変形例の構成であっても、図２の例と同様に、ハンマローラ１４の駆動と弾性
的な受け止め機能を果たし、ナット４５による自由端側半部４０ｂの位置決めも可能であ
る。
【００５５】
　なお、基部側半部４０ａを自由端側半部４０ｂに比し相対的に撓みやすくするためには
、自由端側半部４０ｂよりも基部側半部４０ａを薄く形成してもよい。
【００５６】
　第３変形例のバネ体４０は、図３（ｃ）に示すように、全体が１本の丸棒で構成され、
自由端側半部４０ｂは、先端で折れ曲がって基部側半部４０ａの近傍まで戻って、平行な
２本の部材を構成している。従って、完全な環状ではないが、第２変形例と同様に、ジャ
ック６の垂直部６ａが貫通する挿通穴４１とネジ軸体４３が貫通する穴４６とが一体に形
成される。従って、第２変形例と同じような機能を果たす。
【００５７】
　なお、第２、第３変形例において、バネ体４０は断面が円形である必要はない。
【００５８】
　なお、バネ体４０を板状部材で構成する場合において、構成を簡単にする観点からは、
基部側半部４０ａから自由端側半部４０ｂにかけて一応な幅に形成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の一実施の形態に係るアクション機構の側面図である。
【図２】バネ体及びウィッペン周りの斜視図（図（ａ））、バネ体の部分平面図（図（ｂ
））である。
【図３】バネ体の第１変形例を示す斜視図（図（ａ））、バネ体の第２、第３変形例を示
す部分平面図（図（ｂ）、（ｃ））である。
【図４】従来のアコースティックグランドピアノの１つのアクション機構の側面図である
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【符号の説明】
【００６０】
　ＡＣＴ　アクション機構、　５　ウィッペン、　５ａ　後端部、　６　ジャック、　１
１　ハンマ、　１２ａ　ジャック付勢部（ジャック付勢手段）、　１４　ハンマローラ、
　１９　弦（発音部材）、　２２　頂端面（上端部）、　２３　回動支点、　２５　レギ
ュレーティングボタン、　３４　レペティションスクリュ（上限規制手段）、　４０　バ
ネ体、　４０ｂａ　先端部、　４１　挿通穴（挿通部）、　４３　ネジ軸体（位置規制手
段）、　４５　ナット（位置規制手段、調節手段）

【図１】 【図２】
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