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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】キー付き管楽器及びキー部材を提供する。
【解決手段】キー付き管楽器１００、１０１、１０２で
あって、細長い管状体の表面を貫通する複数のトーンホ
ールを有する細長い管状体と、上記複数のトーンホール
のうちの少なくとも１つに隣接して細長い管状体に取り
付けられる少なくとも１つのキー部材２０２とを備え、
少なくとも１つのキー部材２０２は、閉鎖部であって、
この閉鎖部が実質的にトーンホールを塞ぐ閉鎖形態と、
閉鎖部がトーンホールから離れ、トーンホールが開く開
放形態とのうちの少なくとも一方の間で可動である、閉
鎖部と、この閉鎖部と一体的に形成され、キー部材２０
２を細長い管状体に取り付けるように構成されている取
付け部とを備え、一体的に形成された取付け部及び閉鎖
部は、この閉鎖部を開放形態に向かって付勢するように
構成されている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　キー付き管楽器であって、
　複数のトーンホールを有する細長い管状体と、
　前記複数のトーンホールのうちの少なくとも１つに隣接して前記細長い管状体に取り付
けられる少なくとも１つのキー部材と、を備え、
　前記複数のトーンホールは、前記細長い管状体の表面を貫通し、
　前記少なくとも１つのキー部材は、
　閉鎖部であって、該閉鎖部が実質的に前記トーンホールを塞ぐ閉鎖形態と、該閉鎖部が
前記トーンホールから離れて前記トーンホールが開く開放形態とのうちの少なくとも一方
の間で可動である、閉鎖部と、
　前記閉鎖部と一体的に形成され、前記キー部材を前記細長い管状体に取り付けるように
構成されている取付け部と、を備え、
　一体的に形成された前記取付け部及び前記閉鎖部は、該閉鎖部を前記開放形態に向かっ
て付勢するように構成されている、キー付き管楽器。
【請求項２】
　前記キー部材の前記閉鎖部及び前記取付け部は、ポリマー材料、コポリマー材料及びポ
リマー複合材料のうちの少なくとも１つから一体的に形成される、請求項１に記載のキー
付き管楽器。
【請求項３】
　前記閉鎖部及び前記取付け部は、エラストマー材料から一体的に形成される、請求項１
又は２に記載のキー付き管楽器。
【請求項４】
　前記閉鎖部及び前記取付け部は、シリコーン及びシリコーン系ポリマー材料のうちの少
なくとも一方から一体的に形成される、請求項１～３のいずれか１項に記載のキー付き管
楽器。
【請求項５】
　前記キー部材は、前記細長い管状体に取外し可能に取り付けられるように構成されてい
る、請求項１～４のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項６】
　前記取付け部に配置され、前記取付け部により前記キー部材が前記細長い管状体に取り
付けられる場合、前記細長い管状体から延出する対応する位置決めピンを受けるように構
成されている少なくとも１つの位置決め穴を有する、請求項１～５のいずれか１項に記載
のキー付き管楽器。
【請求項７】
　前記閉鎖部には孔が貫通しており、
　前記孔は、前記閉鎖形態の場合、前記孔が前記トーンホール上に位置合わせされ、それ
により半音を出すことが可能であるようなサイズ及び寸法になっている、請求項１～６の
いずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのキー部材は、前記閉鎖形態で配置される場合、前記細長い管状体
上に配置されている複数のトーンホールを実質的に塞ぐように構成されている複数の閉鎖
部を備える、請求項１～７のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項９】
　木管楽器を含む、請求項１～８のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項１０】
　前記木管楽器は、フルート、ピッコロ及びリコーダーのうちの少なくとも１つを含む、
請求項９に記載のキー付き管楽器。
【請求項１１】
　シングルリード楽器及びダブルリード楽器のうちの少なくとも一方を含む、請求項１～
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１０のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項１２】
　クラリネット、オーボエ、ファゴット、サクソフォン、ピッコロサクソフォン、テナー
サクソフォン、アルトサクソフォン及びバリトンサクソフォンのうちの少なくとも１つを
含む、請求項１１に記載のキー付き管楽器。
【請求項１３】
　前記複数のトーンホールは、およそ４ｍｍ～５０ｍｍの範囲の直径を有する、請求項１
～１２のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項１４】
　前記閉鎖部を貫通している前記孔は、およそ２ｍｍ～６ｍｍの範囲の直径を有すること
ができる、請求項７～１３のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項１５】
　細長い管状体と前記細長い管状体の表面を貫通している複数のトーンホールとを備える
楽器とともに用いるキー部材であって、該キー部材は、
　該キー部材を、前記複数のトーンホールのうちの１つに隣接して前記細長い管状体に取
り付けるように構成されている取付け部と、
　前記取付け部と一体的に形成される閉鎖部であって、該閉鎖部は、該閉鎖部が前記トー
ンホールを実質的に塞ぐ閉鎖形態と、該閉鎖部が前記トーンホールから離れて前記トーン
ホールが開く開放形態とのうちの少なくとも一方の間で可動である、閉鎖部と、を備え、
　一体的に形成された前記取付け部及び前記閉鎖部は、該閉鎖部を前記開放形態に向かっ
て付勢するように構成されている、キー部材。
【請求項１６】
　前記閉鎖部及び前記取付け部は、ポリマー材料、コポリマー材料及びポリマー複合材料
のうちの少なくとも１つから一体的に形成される、請求項１５に記載のキー部材。
【請求項１７】
　前記閉鎖部及び前記取付け部はエラストマー材料から一体的に形成される、請求項１５
又は１６に記載のキー部材。
【請求項１８】
　前記閉鎖部及び前記取付け部は、シリコーン及びシリコーン系ポリマー材料のうちの少
なくとも一方から一体的に形成される、請求項１４～１７のいずれか１項に記載のキー部
材。
【請求項１９】
　前記キー部材は、前記細長い管状体に取外し可能に取り付けられるように構成されてい
る、請求項１５～１８のいずれか１項に記載のキー部材。
【請求項２０】
　前記取付け部に配置され、前記取付け部により前記キー部材が前記細長い管状体に取り
付けられる場合、前記細長い管状体から延出する対応する位置決めピンを受けるように構
成されている少なくとも１つの位置決め穴を有する、請求項１５～１９のいずれか１項に
記載のキー部材。
【請求項２１】
　前記閉鎖部には孔が貫通しており、
　前記孔は、前記閉鎖形態の場合、前記孔が前記トーンホール上に位置合わせされ、それ
により半音を出すことが可能であるようなサイズ及び寸法になっている、請求項１５～２
０のいずれか１項に記載のキー部材。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのキー部材は、前記閉鎖形態で配置される場合、前記細長い管状体
に配置された複数のトーンホールを実質的に塞ぐように構成されている複数の閉鎖部を備
える、請求項１５～２１のいずれか１項に記載のキー部材。
【請求項２３】
　前記楽器は木管楽器を含む、請求項１～２２のいずれか１項に記載のキー部材。
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【請求項２４】
　前記木管楽器は、フルート、ピッコロ及びリコーダーのうちの少なくとも１つを含む、
請求項２３に記載のキー部材。
【請求項２５】
　シングルリード楽器及びダブルリード楽器のうちの少なくとも一方を含む、請求項１５
～２４のいずれか１項に記載のキー部材。
【請求項２６】
　クラリネット、オーボエ、ファゴット、サクソフォン、ピッコロサクソフォン、テナー
サクソフォン、アルトサクソフォン及びバリトンサクソフォンのうちの少なくとも１つを
含む、請求項２５に記載のキー部材。
【請求項２７】
　前記複数のトーンホールは、およそ４ｍｍ～５０ｍｍの範囲の直径を有する、請求項１
５～２６のいずれか１項に記載のキー部材。
【請求項２８】
　前記閉鎖部を貫通している前記孔は、およそ２ｍｍ～６ｍｍの範囲の直径を有すること
ができる、請求項２１～２７のうちのいずれか１項に記載のキー部材。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、楽器の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、リコーダー等の楽器は、一般的に３歳～８歳の子供の音楽性を育むための入門的
な楽器として用いられてきた。リコーダー等の入門的な楽器は、早期の音楽教育において
十分受け入れられているが、子供の指は通常５ｍｍ幅程度であり得る（これに対し、成人
した大人の場合は２０ｍｍである）のに、覆われるべき楽器のトーンホールは少なくとも
直径６ｍｍ以上であり得ることを考えると、子供の指ではリコーダー等の楽器のトーンホ
ールを完全に覆って塞ぐことが困難である。したがって、子供にはトーンホール上に正確
に指を位置決めして塞ぐことが可能でない場合があるため、リコーダーはピッチ外れの不
快な「甲高い（screeching）」音を出す。またこれは、子供及び教師にフラストレーショ
ンをもたらす場合があり、子供の音楽学習経験を大いに損なうおそれがある。
【０００３】
　この問題を軽減する試みにおいて、或る特定の既存の楽器は、子供の指でもトーンホー
ルをより正確に覆って塞ぐことが可能なように、低減したサイズのトーンホールを有する
。しかし、トーンホールの直径の低減の結果、比較的「抑えられた（muted）」トーンに
なり、これは、望ましい音の響き（tone resonance）及び音の通り（tone projection）
の質を欠いたものと知覚される。トーンホールのサイズの低減により、正しいピッチを維
持するためにトーンホールの再位置決めが必要となり得る。しかし、これは、楽器の人間
工学性を損なう場合がある。なぜなら、子供が楽器上での指の自然な位置決めを引き伸ば
したり捻じ曲げたりする必要があり得るので、演奏がより困難になるためである。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　本考案は、上述した問題のうちの少なくとも１つを軽減しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本考案は、幾つかの広範な形態を含むことができる。本考案の実施形態は、本明細書に
記載する異なる広範な形態のうちの１つ又は任意の組合せを含むことができる。
【０００６】
　第１の広範な形態において、本考案は、キー付き管楽器であって、細長い管状体の表面
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を貫通する複数のトーンホールを有する細長い管状体と、上記複数のトーンホールのうち
の少なくとも１つに隣接して細長い管状体に取り付けられる少なくとも１つのキー部材と
、を備え、少なくとも１つのキー部材は、閉鎖部であって、この閉鎖部が実質的にトーン
ホールを塞ぐ閉鎖形態と、この閉鎖部がトーンホールから離れ、このトーンホールが開く
開放形態とのうちの少なくとも一方の間で可動である、閉鎖部と、閉鎖部と一体的に形成
され、キー部材を細長い管状体に取り付けるように構成されている取付け部と、を備え、
一体的に形成された取付け部及び閉鎖部は、この閉鎖部を開放形態に向かって付勢するよ
うに構成されている、キー付き管楽器を提供する。
【０００７】
　好ましくは、キー部材の閉鎖部及び取付け部は、ポリマー材料、コポリマー材料及びポ
リマー複合材料のうちの少なくとも１つから一体的に形成することができる。
【０００８】
　好ましくは、閉鎖部及び取付け部は、エラストマー材料から一体的に形成することがで
きる。また好ましくは、閉鎖部及び取付け部は、シリコーン及びシリコーン系ポリマー材
料のうちの少なくとも一方から一体的に形成することができる。
【０００９】
　好ましくは、キー部材は、細長い管状体に取外し可能に取り付けられるように構成する
ことができる。
【００１０】
　好ましくは、本考案は、取付け部に配置され、この取付け部によりキー部材が細長い管
状体に取り付けられる場合、この細長い管状体から延出する対応する位置決めピンを受け
るように構成されている少なくとも１つの位置決め穴を有することができる。
【００１１】
　好ましくは、閉鎖部には孔が貫通することができ、この孔は、閉鎖形態の場合、この孔
がトーンホール上に位置合わせされ、それにより半音を出すことが可能であるようなサイ
ズ及び寸法になっている。
【００１２】
　好ましくは、少なくとも１つのキー部材は、閉鎖形態で配置される場合、細長い管状体
上に配置されている複数のトーンホールを実質的に塞ぐように構成されている複数の閉鎖
部を備えることができる。
【００１３】
　好ましくは、本考案は、木管楽器を含むことができる。また好ましくは、木管楽器は、
フルート、ピッコロ及びリコーダーのうちの少なくとも１つを含むことができる。また通
常、本考案は、シングルリード楽器及びダブルリード楽器のうちの少なくとも一方を含む
ことができる。また好ましくは、シングルリード楽器又はダブルリード楽器は、クラリネ
ット、オーボエ、ファゴット、サクソフォン、ピッコロサクソフォン、テナーサクソフォ
ン、アルトサクソフォン及びバリトンサクソフォンのうちの少なくとも１つを含むことが
できる。
【００１４】
　好ましくは、複数のトーンホールは、およそ４ｍｍ～５０ｍｍの範囲の直径を有するこ
とができる。
【００１５】
　好ましくは、閉鎖部を貫通している孔は、およそ２ｍｍ～６ｍｍの範囲の直径を有する
ことができる。
【００１６】
　第２の広範な形態において、本考案は、細長い管状体とこの細長い管状体の表面を貫通
している複数のトーンホールとを備える楽器とともに用いるキー部材であって、このキー
部材は、このキー部材を、複数のトーンホールのうちの１つに隣接して細長い管状体に取
り付けるように構成されている取付け部と、取付け部と一体的に形成される閉鎖部であっ
て、この閉鎖部は、この閉鎖部がトーンホールを実質的に塞ぐ閉鎖形態と、この閉鎖部が
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トーンホールから離れ、このトーンホールが開く開放形態とのうちの少なくとも一方の間
で可動である、閉鎖部と、を備え、一体的に形成された取付け部及び閉鎖部は、この閉鎖
部を開放形態に向かって付勢するように構成されている、キー部材を提供する。
【００１７】
　好ましくは、キー部材の閉鎖部及び取付け部は、ポリマー材料、コポリマー材料及びポ
リマー複合材料のうちの少なくとも１つから一体的に形成することができる。
【００１８】
　好ましくは、閉鎖部及び取付け部はエラストマー材料から一体的に形成することができ
る。また好ましくは、閉鎖部及び取付け部は、シリコーン及びシリコーン系ポリマー材料
のうちの少なくとも一方から一体的に形成することができる。
【００１９】
　好ましくは、キー部材は、細長い管状体に取外し可能に取り付けられるように構成する
ことができる。
【００２０】
　好ましくは、本考案は、取付け部に配置され、この取付け部によりキー部材が細長い管
状体に取り付けられる場合、この細長い管状体から延出する対応する位置決めピンを受け
るように構成されている少なくとも１つの位置決め穴を有することができる。
【００２１】
　好ましくは、閉鎖部には孔が貫通することができ、この孔は、閉鎖形態の場合、この孔
がトーンホール上に位置合わせされ、それにより半音を出すことが可能であるようなサイ
ズ及び寸法になっている。
【００２２】
　好ましくは、少なくとも１つのキー部材は、閉鎖形態で配置される場合、細長い管状体
に配置された複数のトーンホールを実質的に塞ぐように構成することができる複数の閉鎖
部を備えることができる。
【００２３】
　好ましくは、本考案は木管楽器を含むことができる。また好ましくは、木管楽器は、フ
ルート、ピッコロ及びリコーダーのうちの少なくとも１つを含むことができる。また通常
、本考案は、シングルリード楽器及びダブルリード楽器のうちの少なくとも一方を含むこ
とができる。また好ましくは、シングルリード楽器又はダブルリード楽器は、クラリネッ
ト、オーボエ、ファゴット、サクソフォン、ピッコロサクソフォン、テナーサクソフォン
、アルトサクソフォン及びバリトンサクソフォンのうちの少なくとも１つを含むことがで
きる。
【００２４】
　好ましくは、複数のトーンホールは、およそ４ｍｍ～５０ｍｍの範囲の直径を有するこ
とができる。
【００２５】
　好ましくは、閉鎖部を貫通している孔は、およそ２ｍｍ～６ｍｍの範囲の直径を有する
ことができる。
【００２６】
　したがって、本考案は、以下の利点のうちの少なくとも１つを提供することができる。
　（i）キー部材は、好適な反応性を与えるとともに、子供の指を用いてトーンホールを
直接塞いだり開いたりする必要があることに比べて、子供の指でのトーンホールの開閉動
作が簡単かつ正確になるように構成されている。したがって、子供は、音楽性を育むのに
集中するとともに、楽器の演奏中にトーンホール上に指を正確に位置決めする必要性に煩
わされることなくこのプロセスを楽しむことが可能である。
　（ii）キー部材によって子供の指でのトーンホールの開閉動作が簡単かつ正確になるた
め、トーンホールは、向上した音の通り及び響きをもたらすように好適なサイズにするこ
とができる。それに対して、或る特定の既存の製品は、子供の指で直接覆うことを簡単か
つ正確にするために意図的にトーンホールの直径が比較的小さく設計されているが、音の
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通り及び響きの質を犠牲にしている。
　（iii）キー部材は、例えばシリコーン等のエラストマーポリマー材料から一体的に形
成することができるため、好適な付勢及び閉鎖機能が、一体的に形成されたキー部材の材
料及び構造に起因して内在的にもたらされ得る。さらに、本考案のキー部材はシリコーン
等の材料から一体的に形成することができるため、キー部材は比較的丈夫で防水となり得
る。それに対して、クラリネット、フルート及びサクソフォンに一般的に見られる場合が
あるキーアセンブリには、比較的複雑で比較的高価な多部品及び多材料の組立体及び構造
（すなわち、別々の材料から形成されるヒンジ、ばね、フェルトシールパッドを含む）が
必要である。したがって、キーアセンブリが複雑であるためにより損傷を受けやすく、ま
たより多くのコスト並びに製造、保守及び修理の複雑さを要する既存の楽器のキーアセン
ブリに勝って、本考案は顕著な利点をもたらす。
　（iv）本考案のキー部材の取外し及び交換の容易さにより、製造、保守及び修理のコス
トはより少なくなる。さらに、本考案のキー部材は、使用者の固有の好み及び要件に適す
るようにカスタマイズ可能であり得る。
【００２７】
　本考案は、添付図面に関連して記載する、好ましいが限定しない本考案の実施形態の以
下の詳細な説明から、より十分に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】一体的に形成されたシリコーン製キー部材がトーンホールを覆うように上に配置
されているサクソフォン、リコーダー及びフルートの形態の本考案の例示的な実施形態を
示す図である。
【図２】一体的に形成されたキー部材がリコーダーの細長い管状体に取り付けられている
、第１の実施形態のリコーダーの細長い管状体の断面図である。
【図３Ａ】図２の第１の実施形態のリコーダーの断面斜視図であり、ストッパープレート
が細長い管状体に解除可能に係合し、一体的に形成されたキー部材を細長い管状体に取り
付けられた状態で保持するのを補助している。
【図３Ｂ】図２の第１の実施形態のリコーダーの断面斜視図であり、ストッパープレート
が取り外され、一体的に形成されたキー部材の位置決め穴内に細長い管状部材の位置決め
ピンを受けている。
【考案を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本考案の好ましい実施形態及び利点を、図面の図１～図３Ｂを参照して本明細書
において記載する。例として、本考案の実施形態は、図１に示されているように、サクソ
フォン型の楽器構成１００、シングルリード構成を有するクラリネット型の楽器１０１、
及び横吹き用リッププレートを有するフルート型の楽器１０２の形態で実施することがで
きる。
【００３０】
　本考案の実施形態において、細長い管状体２００は、細長い管状体２００の表面を貫通
する複数のトーンホール２０１を有して提供される。細長い管状体２００は、例えば樹脂
材料又は任意の他の好適な材料から成形することができる。例示的な実施形態におけるト
ーンホール２０１は、通常、実施される楽器のタイプに応じておよそ４ｍｍ～１０ｍｍの
範囲の直径を有することができる。例えばサクソフォン型の楽器が実施される或る特定の
実施形態において、トーンホールは直径約５０ｍｍにもなり得る。
【００３１】
　また、好ましい実施形態は、トーンホール２０１のそれぞれに対応する複数のキー部材
２０２を備える。キー部材２０２は、シリコーン又はシリコーン系材料等のエラストマー
ポリマー材料から一体成形される取付け部２０２Ａ及び閉鎖部２０２Ｂをそれぞれ備える
。或る特定の実施形態において、キー部材は、好適な形状及び寸法のコポリマー材料、ポ
リマー複合材料又は非ポリマー材料から形成することが可能である。
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【００３２】
　キー部材２０２の取付け部２０２Ａには、位置決め穴２０２Ｄが配置されている。位置
決め穴２０２Ｄは、細長い管状体２００上で対応するトーンホール２０１に隣接した固定
位置にキー部材２０２を位置決めするために、細長い管状体２００から延出する対応する
位置決めピンを受けるように構成されている。キー部材２０２は更に、ストッパープレー
ト２０４によって適所に保持される。ストッパープレート２０４は、例えば摩擦嵌合によ
って細長い管状体２００に解除可能に取り付けられるように構成されている。ストッパー
プレート２０４は、細長い管状体２００に解除可能に係合する場合、キー部材２０２の取
付け部２０２Ａを、図２及び図３Ａに示されているように細長い管状体２００の外面に対
して適所にしっかりと挟持する。代替的な実施形態において、取付け部２０２Ａは、例え
ば、接着取付け、螺合取付け及びクランプ取付けを含む任意の他の好適な取付け方法で細
長い管状体２００に取り付けることができる。
【００３３】
　キー部材２０２は、単純に、ストッパープレート２０４を細長い管状体２００から引き
離してストッパープレート２０４を細長い管状体２００から解放し、次いで、キー部材２
０２を位置決めピンから滑らせて外すことにより、保守のために取り外すか又は摩耗した
際に全体を交換することが選択的に可能であることが便利である。或る特定の実施形態に
おいて、キー部材２０２には、使用者が細長い管状部材に取り付けられる色付きのキー部
材２０２を簡便にカスタマイズすることができるように、異なる色の選択を与えることが
できる。キー部材２０２の色のカスタマイズは、子供が楽器の演奏中に操作するキーをよ
り覚えやすくなり得る視覚的な学習補助として有用である場合がある。更なる代替的な実
施形態において、キー部材２０２は、キー部材が覆うように構成されているトーンホール
に対応する音符を表すことができる標示を、使用者に見えるように有してもよい。様々な
使用者の指の形状及びサイズの範囲に適合させる試みにおいて、交換用のキー部材２０２
を種々の形状及び寸法で提供することもできる。
【００３４】
　キー部材２００の閉鎖部２０２Ｂは、閉鎖部が対応するトーンホール２０１を実質的に
塞ぐ閉鎖形態と、閉鎖部２０２Ｂがトーンホール２０１から離れ、トーンホール２０１が
開く開放形態とのうちの少なくとも一方の間で、旋回領域２０２Ｃの周りに取付け部２０
２Ａに対して旋回式に可動である。閉鎖部２０２Ｂの材料及び形状／寸法は、閉鎖形態で
配置される場合、対応するトーンホール２０１を閉鎖部２０２Ｂによって正確かつ確実に
塞ぐことが可能である。比較として、フルート等のような既存の楽器の多部品／多材料の
キーアセンブリは、通常、トーンホールの縁に接触してトーンホールを塞ぐのに、キー上
に配置されたフェルトパッドを用いる場合がある。しかしながら、時間が経つにつれ、フ
ェルトパッドは劣化して、トーンホールを密に塞ぐ機能が損なわれるほど収縮する傾向が
ある。さらに、既存の楽器のキー上のフェルトパッドの劣化及び収縮により、使用者が経
験した触感及び反応性を失うことにつながりがちである。
【００３５】
　一体的に形成された取付け部２０２Ａ及び閉鎖部２０２Ｂは、細長い管状体２００に取
り付けられる場合、閉鎖部２０２Ｂが開放形態に向かって付勢されるように構成されてい
る。これらの好ましい実施形態において、静止時のキー部材の内在的な付勢は、キー部材
２０２を形成するのに用いる材料（この場合はシリコーンである）及びキー部材２０２の
構造に起因してもたらされる。使用者が所与のキー部材２０２を下方に押すと、キー部材
２０２が実質的にトーンホールを塞ぎ（それにより楽器のピッチが変わる）、音を出すこ
と（playing of a note）が可能である。使用者がキー部材２０２から指を離すと、キー
部材２０２は内在的な付勢により開放形態に引き戻される。キー部材２０２を一体的に形
成するのに用いるシリコーンの性質（密度及び硬度を含む）は、楽器の演奏中にトーンホ
ール２０１を素早く塞いだり開いたりすることが可能である点で、キー部材２０２の好適
な反応性を与えるように選択される。キー部材２０２のこの反応性は、楽器上で「トリル
」の演奏を容易にすることが便利である。
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【００３６】
　ストッパープレート２０４は、開放形態で配置される場合、閉鎖部２０２Ｂを、トーン
ホール２０１からおよそ４．５ｍｍの固定間隙を置いて維持するのを補助するように構成
されている。この間隙は、楽器の演奏中にトーンホール２０１が開いたとき、好適な音の
通り及びピッチの正確さをもたらすと考えられる。或る特定の実施形態において、ストッ
パープレート２０４が閉鎖部２０２Ｂの固定間隙距離を維持するのを補助する必要はなく
、固定間隙距離は、単純に、キー部材２０２自体の形状及び寸法を選択的に構成すること
によって達成してもよい。
【００３７】
　図示のように、キー部材２０２の構造は、使用者の指（複数の場合もある）がキー部材
２０２に圧力を加えると、単一のトーンホール２０１を覆うように構成されている単一の
閉鎖部、又は、複数のトーンホール２０１を覆うように構成されている一体的に形成され
た複数の閉鎖部のいずれかとともに一体的に形成することもできる。例えば、図３Ｂでは
、キー部材２０２は、隣り合うトーンホール２０１を覆うように構成されている複数の閉
鎖部とともにシリコーンから一体的に形成されている状態で示されている。
【００３８】
　図１に示されているような或る特定の半音キー部材３００には、孔３０１が貫通してい
てもよく、この孔３０１により、楽器を用いて半音を出すことが可能である。孔３０１は
、閉鎖形態に配置された場合、孔３０１がトーンホール２０１上に位置合わせされ、それ
により半音を出すことが可能であるようなサイズ及び寸法になっている。閉鎖部を貫通し
ている孔３０１は、例えば、およそ２ｍｍ～６ｍｍの範囲の直径を有することができる。
【００３９】
　当業者は、本明細書に記載した考案が、本考案の範囲から逸脱することなく、具体的に
記載したもの以外の変形及び変更が可能であることを理解するであろう。当業者に明らか
となるこうした全ての変形及び変更は、広範に上述したように本考案の趣旨及び範囲内に
あるものとみなされるべきである。本考案は、全てのこうした変形及び変更を含むように
理解されるべきである。本考案はまた、本明細書において個々に又はまとめて言及するか
又は示したステップ及び特徴の全てと、上記ステップ又は特徴のうちの任意の２つ以上の
ありとあらゆる組合せとを含む。
【００４０】
　本明細書におけるいかなる従来技術に対する言及も、その従来技術が共通の一般知識の
一部を形成するということを認めるものであるか、又はいかなる形態で示唆するものでも
なく、かつそのように解釈されるべきではない。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月10日(2017.5.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　キー付き管楽器であって、
　複数のトーンホールを有する細長い管状体と、
　前記複数のトーンホールのうちの少なくとも１つに隣接して前記細長い管状体に取り付
けられる少なくとも１つのキー部材と、を備え、
　前記複数のトーンホールは、前記細長い管状体の表面を貫通し、
　前記少なくとも１つのキー部材は、
　閉鎖部であって、該閉鎖部が前記トーンホールを塞ぐ閉鎖形態と、該閉鎖部が前記トー
ンホールから離れて前記トーンホールが開く開放形態とのうちの少なくとも一方の間で可
動である、閉鎖部と、
　前記閉鎖部と一体的に形成され、前記キー部材を前記細長い管状体に取り付けるように
構成されている取付け部と、を備え、
　一体的に形成された前記取付け部及び前記閉鎖部は、該閉鎖部を前記開放形態に向かっ
て付勢するように構成されている、キー付き管楽器。
【請求項２】
　前記キー部材の前記閉鎖部及び前記取付け部は、ポリマー材料、コポリマー材料及びポ
リマー複合材料のうちの少なくとも１つから一体的に形成される、請求項１に記載のキー
付き管楽器。
【請求項３】
　前記閉鎖部及び前記取付け部は、エラストマー材料から一体的に形成される、請求項１
又は２に記載のキー付き管楽器。
【請求項４】
　前記閉鎖部及び前記取付け部は、シリコーン及びシリコーン系ポリマー材料のうちの少
なくとも一方から一体的に形成される、請求項１～３のいずれか１項に記載のキー付き管
楽器。
【請求項５】
　前記キー部材は、前記細長い管状体に取外し可能に取り付けられるように構成されてい
る、請求項１～４のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項６】
　前記取付け部に配置され、前記取付け部により前記キー部材が前記細長い管状体に取り
付けられる場合、前記細長い管状体から延出する対応する位置決めピンを受けるように構
成されている少なくとも１つの位置決め穴を有する、請求項１～５のいずれか１項に記載
のキー付き管楽器。
【請求項７】
　前記閉鎖部には孔が貫通しており、
　前記孔は、前記閉鎖形態の場合、前記孔が前記トーンホール上に位置合わせされ、それ
により半音を出すことが可能であるようなサイズ及び寸法になっている、請求項１～６の
いずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのキー部材は、前記閉鎖形態で配置される場合、前記細長い管状体
上に配置されている複数のトーンホールを塞ぐように構成されている複数の閉鎖部を備え
る、請求項１～７のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
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【請求項９】
　木管楽器を含む、請求項１～８のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項１０】
　前記複数のトーンホールは、４ｍｍ～５０ｍｍの範囲の直径を有する、請求項１～９の
いずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項１１】
　前記閉鎖部を貫通している前記孔は、２ｍｍ～６ｍｍの範囲の直径を有することができ
る、請求項７～１０のいずれか１項に記載のキー付き管楽器。
【請求項１２】
　細長い管状体と前記細長い管状体の表面を貫通している複数のトーンホールとを備える
楽器とともに用いるキー部材であって、該キー部材は、
　該キー部材を、前記複数のトーンホールのうちの１つに隣接して前記細長い管状体に取
り付けるように構成されている取付け部と、
　前記取付け部と一体的に形成される閉鎖部であって、該閉鎖部は、該閉鎖部が前記トー
ンホールを塞ぐ閉鎖形態と、該閉鎖部が前記トーンホールから離れて前記トーンホールが
開く開放形態とのうちの少なくとも一方の間で可動である、閉鎖部と、を備え、
　一体的に形成された前記取付け部及び前記閉鎖部は、該閉鎖部を前記開放形態に向かっ
て付勢するように構成されている、キー部材。
【請求項１３】
　前記閉鎖部及び前記取付け部は、ポリマー材料、コポリマー材料及びポリマー複合材料
のうちの少なくとも１つから一体的に形成される、請求項１２に記載のキー部材。
【請求項１４】
　前記閉鎖部及び前記取付け部はエラストマー材料から一体的に形成される、請求項１２
又は１３に記載のキー部材。
【請求項１５】
　前記閉鎖部及び前記取付け部は、シリコーン及びシリコーン系ポリマー材料のうちの少
なくとも一方から一体的に形成される、請求項１２～１４のいずれか１項に記載のキー部
材。
【請求項１６】
　前記キー部材は、前記細長い管状体に取外し可能に取り付けられるように構成されてい
る、請求項１２～１５のいずれか１項に記載のキー部材。
【請求項１７】
　前記取付け部に配置され、前記取付け部により前記キー部材が前記細長い管状体に取り
付けられる場合、前記細長い管状体から延出する対応する位置決めピンを受けるように構
成されている少なくとも１つの位置決め穴を有する、請求項１２～１６のいずれか１項に
記載のキー部材。
【請求項１８】
　前記閉鎖部には孔が貫通しており、
　前記孔は、前記閉鎖形態の場合、前記孔が前記トーンホール上に位置合わせされ、それ
により半音を出すことが可能であるようなサイズ及び寸法になっている、請求項１２～１
７のいずれか１項に記載のキー部材。
【請求項１９】
　前記キー部材は、前記閉鎖形態で配置される場合、前記細長い管状体に配置された複数
のトーンホールを塞ぐように構成されている複数の閉鎖部を備える、請求項１２～１８の
いずれか１項に記載のキー部材。
【請求項２０】
　前記楽器は木管楽器を含む、請求項１２～１９のいずれか１項に記載のキー部材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　キー部材２０２の閉鎖部２０２Ｂは、閉鎖部が対応するトーンホール２０１を実質的に
塞ぐ閉鎖形態と、閉鎖部２０２Ｂがトーンホール２０１から離れ、トーンホール２０１が
開く開放形態とのうちの少なくとも一方の間で、旋回領域２０２Ｃの周りに取付け部２０
２Ａに対して旋回式に可動である。閉鎖部２０２Ｂの材料及び形状／寸法は、閉鎖形態で
配置される場合、対応するトーンホール２０１を閉鎖部２０２Ｂによって正確かつ確実に
塞ぐことが可能である。比較として、フルート等のような既存の楽器の多部品／多材料の
キーアセンブリは、通常、トーンホールの縁に接触してトーンホールを塞ぐのに、キー上
に配置されたフェルトパッドを用いる場合がある。しかしながら、時間が経つにつれ、フ
ェルトパッドは劣化して、トーンホールを密に塞ぐ機能が損なわれるほど収縮する傾向が
ある。さらに、既存の楽器のキー上のフェルトパッドの劣化及び収縮により、使用者が経
験した触感及び反応性を失うことにつながりがちである。
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