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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠体に静電型の面スピーカの縁部が保持された面スピーカパネルと、支持体に前記面ス
ピーカパネルが取り付けられる筐体、を有するスピーカ装置であって、
　前記枠体は、係止部と前記係止部を前記枠体の本体に対して相対変位させる弾性変形部
を有し、
　前記支持体は、前記係止部に係合する係着部と1又は複数の音孔を有し、
　前記弾性変形部の弾性変形により前記係止部が前記係着部に係合し、係合後は前記係止
部が前記係着部に係合保持され、
　前記静電型の面スピーカは、前記支持体の前記1又は複数の音孔と対向する、
　ことを特徴とするスピーカ装置。
【請求項２】
　枠体に静電型の面スピーカの縁部が保持された面スピーカパネルと、支持体に前記面ス
ピーカパネルが取り付けられる筐体、を有するスピーカ装置であって、
　前記枠体は、係止部を有し、
　前記支持体は、前記係止部に係合する係着部と前記係着部を前記支持体の本体に対して
相対変位させる弾性変形部と1又は複数の音孔を有し、
　前記弾性変形部の弾性変形により前記係止部が前記係着部に係合し、係合後は前記係止
部が前記係着部に係合保持され、
　前記静電型の面スピーカは、前記支持体の前記1又は複数の音孔と対向する、
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　ことを特徴とするスピーカ装置。
【請求項３】
　前記筐体は、前記係着部に係合保持された状態の係止部を前記係着部から離脱させる治
具を挿入するための透孔を有する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のスピーカ装置。
【請求項４】
　前記面スピーカパネルは、前記静電型の面スピーカの固定電極及び振動電極の各入力線
がそれぞれ接続される、互いに独立かつ離間した複数のプラグを有し、
　前記支持体は、前記静電型の面スピーカの駆動回路側の出力線に接続される、互いに独
立かつ離間した複数のソケットを有し、
　前記複数のプラグの各接触子と前記複数のソケットの各接触子とは、互いに接触して電
気的に接続され、
　前記静電型の面スピーカの固定電極及び振動電極の入力線は、それぞれ、前記複数の各
プラグの接触子と前記複数の各ソケットの接触子との電気的接続により、前記静電型の面
スピーカの駆動回路側の出力線に接続される、
　ことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載のスピーカ装置。
【請求項５】
　前記係止部は、第１の接触子を有し、
　前記係着部は、第２の接触子を有し、
　前記係止部と前記係着部との係合状態において、前記第１の接触子と前記第２の接触子
とは、前記第１の接触子と前記第２の接触子との少なくとも一方の弾性変形、及び又は、
前記弾性変形部の弾性変形により、互いに接触して電気的に接続されるものであり、
　前記係止部及び前記係着部として、複数の係止部及び複数の係着部を有し、
　前記静電型の面スピーカの固定電極及び振動電極の入力線は、それぞれ、前記複数の係
止部の各第１の接触子と前記複数の係着部の各第２の接触子との電気的接続により、前記
静電型の面スピーカの駆動回路側の出力線に接続される、
　ことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載のスピーカ装置。
【請求項６】
　前記筐体は、電子楽器の筐体であり、
　前記支持体は、前記電子楽器の複数の外面部に設けられ、
　前記各外面部に設けられた支持体は、いずれも、前記面スピーカパネルを取付可能であ
る、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載のスピーカ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電型の面スピーカを取り付けたスピーカ装置に関する。一例として、電子
鍵盤楽器において、楽音を出力するために使用する。
【背景技術】
【０００２】
　電気音響変換器として、厚みの薄い面スピーカが知られている。例えば、電極間に電圧
を印加しクローン力を利用して駆動する静電型スピーカ（コンデンサスピーカともいう）
や、圧電特性を有するフィルムを用いたものなどが知られている。
　面スピーカは、平板の面積を広くとるほど、音の指向性が平板に垂直な方向に強くなり
、その結果、音が遠くまで到達する。
【０００３】
　このうち、静電型スピーカとして、最近注目されているものは、薄型フレキシブル（fl
exible）静電型スピーカである。これは、薄型・軽量であるとともに、柔軟性があるため
、曲げることが可能で、曲げた後に応力が残らず、元の形状に戻りにくいという性質があ
る（特許文献１，２等参照）。
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　このような特徴を活用して、複数個の静電型スピーカを折り曲げ可能に連結することに
より、カーテンスピーカを実現し、音場を自在にコントロールできるようにしたものが知
られている（特許文献２）。
　しかし、静電型スピーカのような面スピーカを、その特色を活用して使用するための取
付構造は、十分に検討されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－６８０５３号公報
【特許文献２】特開２００８－２８６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたもので、静電型の面スピーカの取
付構造を工夫することにより、薄型で柔軟性のある静電型の面スピーカの特長を活用した
スピーカ装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、請求項１に記載の発明においては、枠体（２１）に静電型の面スピーカ（２
２）の縁部が保持された面スピーカパネル（９）と、支持体（図１の８，図１１の１２１
ｂ）に前記面スピーカパネル（９）が取り付けられる筐体、を有するスピーカ装置であっ
て、前記枠体（２１）は、係止部（２１ｃ，２１ｆ）と前記係止部（２１ｃ，２１ｆ）を
前記枠体（２１）の本体に対して相対変位させる弾性変形部（２１ｂ，２１ｅ）を有し、
前記支持体（８，１２１ｂ）は、前記係止部（２１ｃ，２１ｆ）に係合する係着部（８ｃ
，８ｄ）と1又は複数の音孔（８ａ，１２１ｄ）を有し、前記弾性変形部（２１ｂ，２１
ｅ）の弾性変形により前記係止部（２１ｃ，２１ｆ）が前記係着部（８ｃ，８ｄ）に係合
し、係合後は前記係止部（２１ｃ，２１ｆ）が前記係着部（８ｃ，８ｄ）に係合保持され
、前記静電型の面スピーカ（２２）は、前記支持体（８，１２１ｂ）の前記1又は複数の
音孔（８ａ，１２１ｄ）と対向するものである。
　本発明は、また、請求項２に記載の発明においては、枠体（２１）に静電型の面スピー
カ（２２）の縁部が保持された面スピーカパネル（９）と、支持体（図１の８，図１１の
１２１ｂ）に前記面スピーカパネル（９）が取り付けられる筐体、を有するスピーカ装置
であって、前記枠体（２１）は、係止部（２１ｃ，２１ｆ）を有し、前記支持体（８，１
２１ｂ）は、前記係止部（２１ｃ，２１ｆ）に係合する係着部（８ｃ，８ｄ）と前記係着
部（８ｃ，８ｄ）を前記支持体（８，１２１ｂ）の本体に対して相対変位させる弾性変形
部と1又は複数の音孔（８ａ，１２１ｄ）を有し、前記弾性変形部の弾性変形により前記
係止部（２１ｃ，２１ｆ）が前記係着部（８ｃ，８ｄ）に係合し、係合後は前記係止部（
２１ｃ，２１ｆ）が前記係着部（８ｃ，８ｄ）に係合保持され、前記静電型の面スピーカ
（２２）は、前記支持体（８，１２１ｂ）の前記1又は複数の音孔（８ａ，１２１ｄ）と
対向するものである。
　従って、上述した請求項１又は２に記載の発明は、面スピーカパネルを筐体に取り付け
る際に、枠体の係止部と支持体の係着部とによる係合により、取付けが簡単かつ自在であ
る。さらに、面スピーカが振動することによる枠体のビリツキが上述した弾性変形部の弾
性によって発生しない効果を有する。
　なお、静電型の面スピーカは、支持体よりも外界の側に配設されてもよいし、支持体よ
りも内部の筐体内に配設されてもよい。
【０００７】
　静電型の面スピーカは、近似的に２次元面と見なせるような厚みの薄いスピーカであっ
て、平坦で薄い平板形状であるが、薄い平板を湾曲させた曲面、さらには、任意の曲面や
、折り曲げ面を形成した面スピーカなど、任意の形態の面スピーカも可能である。
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　平板形状の面スピーカは、平面波を発生するので、聴取位置が面スピーカから遠ざかっ
ても減衰が少なく、よく聞こえる。一方、聴取位置が至近位置になってもうるさく感じら
れない。
　一方、湾曲面が形成された湾曲面スピーカである場合、湾曲面の凸面側においては、音
波の指向角が広角になり、湾曲面の凹面側においては、音波が集束する。
　しかし、面スピーカの音圧は、低音域が大きく減衰し、周波数が高くなるに従い音圧が
大きくなるが、中高音域は面積干渉により平坦な周波数特性を呈する。ここで、面スピー
カの面積（振動板の面積）を広くするに従って、面積分だけ低音域の音圧が上がる。
【０００８】
　また、面スピーカは、前面からだけではなく、背面からも音を出力する。面スピーカは
、背面の空気層の空気バネと振動板とが共振し、共振周波数より低い周波数では音圧が低
下する。ここで、共振周波数は、背面の空気層が薄いほど高くなる。
　そのため、面スピーカの背面に十分な厚さの空気層が形成されている必要がある。この
空気層は1cmあればよく、3cmもあれば十分である。
　静電型の面スピーカが支持体よりも内部の筐体内に配設される場合、支持体の1又は複
数の音孔は、面スピーカの前面から出力される音を外界に放出する。これに対し、静電型
の面スピーカが支持体よりも外界の側に配設される場合、支持体の1又は複数の音孔は、
面スピーカの背面から出力される音を筐体の内部空間に逃がす作用を奏する。その結果、
静電型の面スピーカと支持体のとの間隔が狭くなって、静電型の面スピーカの背面側の空
気層が薄くなっても、これを補って、上述した共振周波数が高くなりすぎないようにする
作用を奏する。
【０００９】
　本発明は、請求項３に記載の発明においては、請求項１又は２に記載のスピーカ装置に
おいて、前記筐体は、前記係着部（８ｃ，８ｄ）に係合保持された状態の係止部（２１ｃ
，２１ｆ）を前記係着部（８ｃ，８ｄ）から離脱させる治具（図２の２４）を挿入するた
めの透孔（図２の２ａ，図１１の１２１ａ，１２１ｅ）を有するものである。
　従って、前記面スピーカパネルを前記筐体から取り外す際に、枠体の係止部と支持体の
係着部による係合を筐体の外から解除できることから、取外しも簡単かつ自在である。
【００１０】
　本発明は、請求項４に記載の発明においては、請求項１から請求項３までのいずれか１
項に記載のスピーカ装置において、前記面スピーカパネル（９）は、前記静電型の面スピ
ーカ（２２）の固定電極（図６の６２，６６）及び振動電極（図６の６４）の各入力線が
それぞれ接続される、互いに独立かつ離間した複数のプラグを有し、前記支持体（８）は
、前記静電型の面スピーカ（２２）の駆動回路側（図１０の１１５、１１６、１１７）の
出力線に接続される、互いに独立かつ離間した複数のソケットを有し、前記複数のプラグ
の各接触子と前記複数のソケットの各接触子とは、互いに接触して電気的に接続され、前
記静電型の面スピーカ（２２）の固定電極（６２，６６）及び振動電極（６４）の入力線
は、それぞれ、前記複数の各プラグの接触子と前記複数の各ソケットの接触子との電気的
接続により、前記静電型の面スピーカ（２２）の駆動回路側（１１５、１１６、１１７）
の出力線に接続されるものである。
　従って、電気的接続のプラグ及びソケットは、電気的接続の１回路毎に設けられている
ので、プラグとソケットとの接続作業の際に、作業者の指が出力線の複数の回路に同時に
触れる恐れが少ない。面スピーカパネルが支持体に取り付けられている場合に限り出力線
に高圧が印加されるようにするのが常である。しかし、接続作業時に、万が一、出力線間
に高電圧が出力されていたとしても、接続作業者の感電を防止できる。
【００１１】
　さらに、上述した請求項４に記載の発明において、前記枠体（８）が前記複数のプラグ
を有し、前記支持体が前記複数のソケットを有するものとし、前記係止部（２１ｃ，２１
ｆ）と前記係着部（８ｃ，８ｄ）の係合状態において、前記複数のプラグの各接触子と前
記複数のソケットの各接触子とが互いに接触して電気的に接続されるようにしてもよい。
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　この場合、係止部とプラグ、及び、係着部とソケットを別々に設ける必要はあるが、面
スピーカパネルの筐体への機械的取付けと同時に、静電型の面スピーカの固定電極及び振
動電極の入力線が静電型の面スピーカの駆動回路側の出力線に接続されるので、電気的接
続が簡単になる。
【００１２】
　本発明は、請求項５に記載の発明においては、請求項１から請求項３までのいずれか１
項に記載のスピーカ装置において、前記係止部（図４の２１ｃ、図５の２１ｆ）は、第１
の接触子（図４の４１、図５の５１）を有し、前記係着部（図４の８ｃ、図５の８ｄ）は
、第２の接触子（図４の４２、図５の５３）を有し、前記係止部（２１ｃ，２１ｆ）と前
記係着部（８ｃ，８ｄ）との係合状態において、前記第１の接触子（４１，５１）と前記
第２の接触子（４２，５３）とは、前記第１の接触子（４１，５１）と前記第２の接触子
（４２，５３）との少なくとも一方の弾性変形、及び又は、前記弾性変形部（図４の２１
ｂ、図５の２１ｅ）の弾性変形により、互いに接触して電気的に接続されるものであり、
前記係止部（２１ｃ，２１ｆ）及び前記係着部（８ｃ，８ｄ）として、複数の係止部（２
１ｃ，２１ｆ）及び複数の係着部（８ｃ，８ｄ）を有し、前記静電型の面スピーカ（２２
）の固定電極（図６の６２，６６）及び振動電極（図６の６４）の入力線は、それぞれ、
前記複数の係止部（２１ｃ，２１ｆ）の各第１の接触子（４１，５１）と前記複数の係着
部（８ｃ，８ｄ）の各第２の接触子（４２，５３）との電気的接続により、前記静電型の
面スピーカ（２２）の駆動回路側（図１０の１１５，１１６，１１７）の出力線に接続さ
れるものである。
　従って、面スピーカパネルの筐体への機械的取付けと同時に、静電型の面スピーカの固
定電極及び振動電極の入力線が静電型の面スピーカの駆動回路側の出力線に接続される。
　従って、面スピーカパネルの筐体への機械的取付けと同時に、静電型の面スピーカの固
定電極及び振動電極の入力線が静電型の面スピーカの駆動回路側の出力線に接続されるの
で、電気的接続が簡単になる。かつ、係止部とプラグ、及び、係着部とソケットとが一体
化された構造であるため、コンパクトな構造で機械的係合と電気的接続とを実現すること
ができる。また、請求項４に記載の発明の作用効果も奏する。
【００１３】
　本発明は、請求項６に記載の発明においては、請求項１から請求項５までのいずれか１
項に記載のスピーカ装置において、前記筐体は、電子楽器の筐体であり、前記支持体は、
前記電子楽器の複数の外面部（図１１の５，１２１ｂ）に設けられ、前記各外面部（５，
１２１ｂ）に設けられた支持体（８，１２１ｂ）は、いずれも、前記面スピーカパネル（
９）を取付可能であるものである。
　従って、電子楽器と聴取者との位置関係に応じて、面スピーカパネルを、聴取者がいる
側の外面部に選択的に配設することができる。例えば、聴取者が電子楽器の前、後のいず
れにいるかに応じて、面スピーカパネルを、聴取者がいる側の外面部に選択的に配設する
ことができる。複数の面スピーカパネルが用意されている場合は、電子楽器の複数の外面
部に同時に配設することもできる。
　ここで、上述した電子楽器の複数の外面部とは、例えば、前面、背面、左側面、右側面
等があり、上述した支持体は、前面板、背面板、左側面板、右側面板等である。
　電子楽器が電子鍵盤楽器である場合、鍵盤部の鍵配列方向の幅が長い。そのため、面ス
ピーカの一辺が鍵配列方向に沿うように、面スピーカを配設すれば、面スピーカの面積を
広くとることができる。また、アップライト型の電子鍵盤楽器は、演奏者の身長に見合う
高さがある。そのため、面スピーカの一辺が筐体の高さ方向に沿うように、面スピーカを
配設すれば、面スピーカの面積を広くとることができる。
【００１４】
　上述した各請求項の引用記載等において、「発明を特定するための事項」に付した括弧
内の符号は、後述する「発明を実施するための形態」における、「発明を特定するための
事項」に対応するものに付した符号である。この符号は、「発明を特定するための事項」
とその一例との対応を示すにすぎない。「発明を特定するための事項」は、この符号によ
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り対応付けられた一例に限定されない。
　なお、上述した各請求項に記載の発明においては面スピーカとして静電型のものを使用
したが、静電型に限らず、圧電フィルム型等の面スピーカも使用可能である。
【発明の効果】
【００１５】
　上述した本発明によれば、静電型の面スピーカの筐体の任意の外面部への取付けが簡単
かつ自在であるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本願発明の実施形態であるポータブルシンセサイザ型電子鍵盤楽器の外観図であ
る。
【図２】図１に示した実施形態における面スピーカ取付構造を示す第１の説明図である。
【図３】図１に示した実施形態における面スピーカ取付構造を示す第２の説明図である。
【図４】図１に示した実施形態における面スピーカ取付構造の他の具体例を示す第１の説
明図である。
【図５】図１に示した実施形態における面スピーカ取付構造の他の具体例を示す第２の説
明図である。
【図６】図１に示した実施形態における面スピーカの一具体例である静電型の面スピーカ
の構造図である。
【図７】図６に示した静電型の面スピーカの第２の具体例を示す部分平面図である。
【図８】図６に示した静電型の面スピーカの第３の具体例を示す部分平面図である。
【図９】図６に示した静電型の面スピーカの第４の具体例を示す部分平面図である。
【図１０】図１に示した実施形態における電子鍵盤楽器の機能ブロック図である。
【図１１】本願発明の他の実施形態であるポータブルシンセサイザ型電子鍵盤楽器の垂直
断面の概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、本願発明の実施形態であるポータブルシンセサイザ型電子鍵盤楽器の外観図で
ある。
　図１（ａ）は斜視図、図１（ｂ）は図１（ａ）の切断線から矢視Xの方向を見た垂直断
面の概要図である。
　図１（ａ）において、１は側面板（側面部）、２は天板（屋根部）、３は底板（底面部
）、４は鍵盤部である。５は上前部である。側面部は、側面板１に加えて上前部５、後傾
斜板２ｂ、下後板３ｃ、下前板３ｄを含む。上前部５には上前板８がある。
【００１８】
　側面板（側面部）１、天板（屋根部）２、底板（底面部）３、上前板８が電子楽器の筐
体となる。これに、鍵盤部４と内部空間１４を有するものが楽器本体部である。
　楽器本体部は、鍵盤部４に対するユーザの鍵操作により楽音信号を生成する電子回路ブ
ロック（楽音信号生成部）１３を内蔵する。
　ここで、天板２は、その上面において前方左領域、すなわち、鍵盤の低音域にのみ、1
又は複数本の横長の線状孔２ａが形成されている。各線状孔２ａは、１段下がった線状板
２ｃと対になっており、線状孔２ａが透孔（音孔）となる。厳密にいえば、線状孔２ａと
線状板２ｃとの間の隙間が透孔（音孔）となる。天板２の中央寄り左右に、操作パネル６
ａ，６ｂを備え、後方の中央にディスプレイ７と操作パネル６ｃを備えている。ディスプ
レイ７は、電子鍵盤楽器の動作設定をするために、楽音パラメータを表示したり、自動演
奏の曲名、楽譜を表示したりする。
　図１（ｂ）に示すように、天板２は、その後方が後傾斜板２ｂとなる。底板３は、基板
３ａに対し、前方傾斜底板３ｂと下後板３ｃとが組み立てられたものであり、この前方傾
斜底板３ｂは下前板３ｄと一体成形されている。
【００１９】
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　楽器本体部の側面部は、天板２（屋根部）と鍵盤部４との間に上前部５を有し、面スピ
ーカ２２がこの上前部５の上前板８に配設される。
　図１（ｂ）に示すように、面スピーカパネル９は、筐体の一面をなし、枠体２１に面ス
ピーカ２２が張設され、この面スピーカ２２がパンチングパネル板２３で覆われたもので
ある。
　この実施の形態では、面スピーカパネル９が上前板８の前面に取り付けられることによ
り、面スピーカ２２は、楽器本体部の一部に配設される。
　面スピーカ２２から出る平面波は鋭い指向性があるから、演奏者に聞こえがよい面スピ
ーカ２２の配置は上前部５となる。従って、上前部５の高さが低いため、広い面積が確保
できない場合でも、演奏者に対して伝搬効率がよい。
【００２０】
　この上前板８は、筐体の左右方向に延設された長尺体であり、音を通過させる1又は複
数の透孔（音孔）８ａが形成された格子状の骨組みを有する。詳細は図２、図３を参照し
て後述する。後述する例では、上前板８のほぼ全面が格子部８ｂである。
　加えて、ダイナミック型（動電型）のコーンスピーカ（以下、単に「コーンスピーカ」
という）１０が、上述した上前部５における楽器本体部の左側領域に配設されている。
【００２１】
　面スピーカ２２は、電子楽器筐体の内部空間１４と外界とを仕切る位置に配設され、面
スピーカ２２から出力された音が内部空間１４と外界との双方に伝搬する。
　このような面スピーカ２２の配設位置において、面スピーカ２２の前面から出力される
音は、パンチングパネル板２３を経て外界に放出される。加えて、面スピーカ２２の背面
から出力される音は、上前板８の多数の透孔８ａを経て、内部空間１４に伝搬し、筐体部
分、例えば、天板２や基板３ａ等を振動させて外界に音を２次放出させたり、内部空間１
４が外界に解放されている複数の線状孔２ａ等から外界に伝搬したりする。
【００２２】
　鍵盤部４の鍵盤フレーム４ａは、基板３ａと前方傾斜底板３ｂの上に取り付けられ、鍵
盤フレーム４ａは、所定鍵とその隣接鍵との間の鍵盤下方に設けた垂直リブ４ｂにより補
強され、白鍵４ｃ及び黒鍵４ｄを支持する。
　コーンスピーカ１０は、基板３ａに立設されたフレーム板１１に取り付けられ、その前
面開口部１０ａの中心軸CC方向は、前方斜め上である。従って、前面開口部１０ａは、上
前板８の背面及び上述した複数の線状孔２ａの方向を向いている。また、上前板８の下部
は、保持部材１２によりフレーム板１１に支持される。
【００２３】
　図示の例では、前面開口部１０ａの中心軸CCが水平線に対し約４５度で上を向いている
。この中心軸CCが垂直方向に近づくほど、コーンスピーカ１０の背面から出力される音（
前面開口部１０ａから出力される音とは逆位相の音）も上前部５から出力され、前面開口
部１０ａの音と位相干渉することになり、演奏者に直接に伝搬される音の出力が低下する
ので、好ましくない。なお、天板２の線状孔２ａから出力される、コーンスピーカ１０の
背面から出力される音については、演奏者の位置ではさほどの影響がない。
【００２４】
　面スピーカパネル９とコーンスピーカ１０とは、上前板８を挟んで、上前板８の前面と
背面とに配設されている。
　コーンスピーカ１０は、その前面開口部１０ａと1又は複数の透孔８ａによる開口領域
の一部とが対向するように配設される。言い換えれば、前面開口部１０ａは、上前板８に
おける複数の透孔８ａの面積の総和である音響透過面積の一部と対向する。図示の例では
、前面開口部１０ａが、鍵盤部４の鍵配列方向における、楽器本体部の左端部領域内に位
置するように配設される。
【００２５】
　一方、面スピーカパネル９の面スピーカ２２は、その振動面と1又は複数の透孔８ａに
よる開口領域の半分以上とが対向するように配設されている。言い換えれば、面スピーカ
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２２の背面は、上述した音響透過面積の半分以上と対向するようにする。
　図示の例では、面スピーカ２２が上前板８の長手方向に沿って長くされた形状をしてお
り、鍵盤部４の鍵配列方向の幅とほぼ同じ幅にわたって、上前板８の前面に配設されてい
る。鍵盤部４の両側に拍子木４ｅ，４ｆがあり、拍子木４ｅ，４ｆを含めた鍵盤部４の鍵
配列方向の幅が、面スピーカ２２とほぼ同じ幅になる。
　従って、面スピーカ２２の横幅を長くして面スピーカ２２の面積を広くとることができ
るので、低音域の音圧が上がるため、低音域における音圧の低下度合いが小さくなる。
【００２６】
　面スピーカパネル９とコーンスピーカ１０とは、演奏者の側から見て重なっている。従
って、上述したコーンスピーカ１０の前面開口部１０ａに対向する開口領域と、面スピー
カ２２に対向する開口領域とは、少なくとも部分的に重複する。図示の例では、完全に重
複する。静電型の面スピーカ２２は、膜状を呈し、音響透過性があるので、開口領域が重
複しても、コーンスピーカ１０から出力される音も前面に出力される。
　上述した面スピーカ２２及びコーンスピーカ１０は、電子回路ブロック（楽音信号生成
部）１３から出力された楽音信号に応じた音を出力する。
【００２７】
　面スピーカ２２は、その前面と背面とから音が放出される。面スピーカ２２は、背面の
空気層の空気バネと振動板とが共振し、共振周波数より低い周波数では音圧が低下する。
ここで、共振周波数は、背面の空気層が薄いほど高くなる。そのため、面スピーカ２２を
板体（図示の上前板８）より外界側に配設した場合、面スピーカ２２の背面に十分な厚さ
の空気層が形成されている必要がある。この空気層は1cmあればよく、3cmもあれば十分で
ある。
　しかし、1又は複数の透孔８ａを板体（上前板８）に形成しておけば、面スピーカ２２
の背面から出力される音を筐体の内部空間１４の側に逃がす作用を奏するので、面スピー
カ２２の背面側の空気層が薄くても、これを補って、上述した共振周波数が高くなりすぎ
ないようにする作用を奏する。
　コーンスピーカ１０の前面開口部１０ａから放出された音は、面スピーカ２２を透過し
て前面に放出されるとともに、天板２の線状孔２ａからも放出される。
【００２８】
　なお、面スピーカは、また、底板（底面部）の前方傾斜底板３ｂに配設されてもよく、
後傾斜板２ｂに配設されてもよい。図示の下後板３ｃは、その前後に上下２段になってお
り、その上段である後上底板３ｅに面スピーカを配設してもよい。前方傾斜底板３ｂ、後
傾斜板２ｂ、後上底板３ｅに、多数の透孔（音孔）を開けて面スピーカを配設することが
できる。面スピーカは、複数の箇所に配設されてもよい。また、面スピーカは、電子楽器
の筐体の外側に配設されてもよいし、筐体の内側に配設されてもよい。
　一方、コーンスピーカ１０は、基板（棚板）３ａに配設されてもよく、電子楽器の複数
の箇所に配設されてもよい。
【００２９】
　図２は、図１に示した実施形態における面スピーカ取付構造を示す第１の説明図である
。
　図２（ａ）は図１（ｂ）に示した垂直断面の部分拡大図、図２（ｂ）は保持部材１２の
取付構造を示す斜視図である。
　図示の例では、上前板８が天板２と一体的に成型されている。上前板８は、全体として
、複数の透孔８ａが形成された格子部８ｂを有し、格子部８ｂの周囲領域に取付孔８ｃ，
８ｄが形成されている。
【００３０】
　上前板８の下部は、前方に折り返して段差部８ｅを有し、段差部８ｅの下面において、
図示しないネジ部材により保持部材１２に取り付けられる。
　保持部材１２は、その前部において、縦に直角に折り曲げられ、さらにその下部が水平
に切り起されて取付部１２ａとなり、ここに上前板８を取り付けるためのネジ孔１２ｂが
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形成されている。
　保持部材１２は、その後部において、縦に直角に折り曲げられて取付部１２ｃがあり、
この保持部材１２を、図１（ｂ）に示したフレーム板１１に取り付けるための取付孔１２
ｄが形成されている。
【００３１】
　面スピーカパネル９の枠体２１は、中央に大きな矩形の開口部２１ａを備えた、面スピ
ーカ２２の支持体である。その上縁部と下縁部の背面側において、鍵盤部４の鍵配列方向
の２箇所以上において、係合突起が形成されている。この係合突起は、図３に拡大図示さ
れているように、弾性変形部２１ｂと係止部２１ｃ、弾性変形部２１ｅと係止部２１ｆに
より構成されている。
　面スピーカ２２は、枠体２１の前面から枠体２１の上縁部、下縁部を回って枠体２１の
背面まで張設されて接着剤等により枠体２１に固着される。
　パンチングパネル板２３の上端部２３ａは、枠体２１の上部の曲面に沿って曲面を描き
、天板２の前端面に沿って直角に折り曲げられ、次に、枠体２１の上部の前面に接するよ
うに折り曲げられている。ネジ部材２５が、枠体２１の取付孔２１ｄを通して面スピーカ
２２、パンチングパネル板２３の折り返し部のネジ孔２３ｂまでねじ込まれる。
　一方、パンチングパネル板２３の下端部２３ｃは、面スピーカ２２が固着された枠体２
１の前面から直角に折り曲げられている。この下端部２３ｃの上面は、取付部２３ｄが面
スピーカ２２に接した状態で、面スピーカ２２の底面bt（図３参照）と重なり合う。
【００３２】
　図３は、図１に示した実施形態における面スピーカパネル９の取付構造を示す第２の説
明図である。
　ネジ部材２５により、枠体２１、面スピーカ２２が、図２に示したパンチングパネル板
２３の上端部２３ａにねじ止めされる。
　また、パンチングパネル板２３の取付部２３ｄが、下端部２３ｃからの切り起しにより
形成され、ここにネジ孔２３ｅが形成されている。ネジ部材３３により、取付孔２１ｇか
ら、枠体２１、面スピーカ２２を経て、パンチングパネル板２３のネジ孔２３ｅにねじ止
めされる。その結果、パンチングパネル板２３の下端部２３ｃが面スピーカパネル９の底
面となる。
　なお、上述したパンチングパネル板２３は、面スピーカ２２を保護し、音を透過するも
のであればよく、図示しない枠体にネットを張設したものや、合成樹脂製の板材で、複数
の線状の透孔（音孔）が形成されたスピーカグリルであってもよい。
【００３３】
　上述した面スピーカパネル９（図３）は、その係合突起（弾性変形部２１ｂと係止部２
１ｃ、弾性変形部２１ｅと係止部２１ｆ）を、それぞれ、上前板８の取付孔（係着部）８
ｃ（図２），８ｄ（図２，図３）に装着する。係止部２１ｃ，２１ｆが取付孔（係着部）
８ｃ，８ｄの前面に押し込まれることにより、弾性変形部２１ｂ、２１ｅが撓み、係止部
２１ｃ，２１ｆが取付孔８ｃ，８ｄを貫通し、弾性変形部２１ｂ、２１ｅの撓みが若干戻
ることにより、係止部２１ｃ，２１ｆが取付孔８ｃ，８ｄの背面の角部に係合固定される
。面スピーカパネル９の底面である、パンチングパネル板２３の下端部２３ｃは、上前板
８の段差部８ｅに載置される。
　このようにして、面スピーカパネル９を上前板８に対し、簡単に取付け固定することが
できる。さらに、面スピーカ２２が振動することによる枠体２１のビリツキが上述した弾
性変形部２１ｂ、２１ｅの弾性によって発生しない効果を有する。
【００３４】
　ここで、係止部２１ｃ，２１ｆとは、筐体に取り付けられる側の係合部材を意味し、係
着部（取付孔８ｃ，８ｄ）とは、筐体側の係合部材を意味する。上述した取付孔８ｃ，８
ｄは係着部の一例であり、係着部は必ずしも取付孔に限られない。
　図示の例では、係止部の側に弾性変形部２１ｂ，２１ｅがあって、係合突起を構成する
。しかし、係着部の側に弾性変形部があってもよい。例えば、上前板８の側に、上述した
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係合突起（弾性変形部２１ｂと係止部２１ｃ、弾性変形部２１ｅと係止部２１ｆ）と同様
な形状の係合突起（弾性変形部と係止部）を有し、枠体２１の側には、上述した取付孔８
ｃ，８ｄと同様な形状の取付孔を有する場合である。また、係止部の側と係着部の側の両
方に弾性変形部があってよい。
【００３５】
　面スピーカパネル９の背面と上側面とが接する辺において、図示の例では面スピーカ２
２の端部上の鍵配列方向に防振部材３１が貼設される。一方、面スピーカパネル９の背面
と底面とが接する辺において、図示の例では面スピーカ２２の端部上の鍵配列方向に防振
部材３２が貼設されている。これらの防振部材３１，３２は、例えば防振ゴム部材であり
、面スピーカパネル９が上前板８に装着された後において、両者の隙間に介在し、面スピ
ーカパネル９が不用意に振動したり、外れたりしないようにする。
【００３６】
　上述した面スピーカパネル９は取り外すこともできる。
　図２において、上述した係止部２１ｃと取付孔８ｃとの係合箇所の近傍（係合に作用で
きる程度の近傍)において、線状孔２ａと線状板２ｃとの間に僅かな隙間が形成されてい
る。ここに、マイナスドライバ２４のような細長い工具を差し込み、係合突起の係止部２
１ｃを押し下げて、弾性変形部２１ｂを撓ませ、係止部２１ｃと取付孔８ｃとの係合を解
除し、係止部２１ｃを取付孔８ｃから引き抜く。
　その後、面スピーカパネル９を上方に浮かすことにより、下の係合突起の係止部２１ｆ
と取付孔８ｄとの係合が解除される。このようにして、枠体２１の係合突起を取付孔８ｃ
，８ｄから離脱させ、面スピーカパネル９を上前板８から外すことができる。
　面スピーカパネル９には、鍵配列方向の複数箇所に係合箇所が設けられる。上述した線
状孔２ａが近傍にない係合箇所においては、工具を差し込む透孔を天板２に形成しておく
（図示省略）。
【００３７】
　上述した面スピーカ２２は、モノラル信号の供給を受けてよい。しかし、面スピーカ２
２は、鍵配列方向に長いため、左チャンネル用の面スピーカ２２Lと右チャンネル用の面
スピーカ２２Rとに分けた面スピーカパネル９として上前板８に装着したり、面スピーカ
パネル９自体を左チャンネル用、右チャンネル用に分けて、上前板８に装着したりしても
よい。その際、図１（ａ）に示した左側領域にあるコーンスピーカ１０を、上前部５の右
側領域にも配設し、これらをステレオスピーカとしてもよい。
【００３８】
　上述した説明において、面スピーカ２２への駆動電流の供給は、面スピーカ２２から引
き出された入力線と、電子回路ブロック１３にある駆動回路の出力線とを、プラグ，ソケ
ット等のコネクタを用いて電気的に接続すればよい。
　その際、先に説明した係合突起（弾性変形部２１ｂ，２１ｅ、係止部２１ｃ，２１ｆ）
とは別に、枠体２１に電気接続用の複数のプラグを形成しておき、先に説明した取付孔（
係着部）８ｃ，８ｄとは別に、上前板（支持体）８に電気接続用の複数のソケットを形成
しておいてもよい。この場合、係合突起と取付孔とが機械的に係合している状態において
、複数のプラグの各電気的接触子と複数のソケットの各電気的接触子とが互いに接触して
電気的に接続される。
【００３９】
　あるいは、次に説明するように、上述した係合突起（弾性変形部２１ｂ，係止部２１ｃ
、弾性変形部２１ｅ，係止部２１ｆ）、及び、取付孔８ｃ，８ｄに、それぞれ電気的接触
部材を設け、係合突起と取付孔とを、機械的な結合部材とするに加えて、電気的コネクタ
（プラグ及びソケット）とすることもできる。
　面スピーカ２２の電極は３個である。従って、面スピーカパネル９は、モノラルの場合
少なくとも３箇所、ステレオの場合、少なくとも６箇所の係合突起をプラグとする。
【００４０】
　図４、図５は、図１に示した実施形態における面スピーカ取付構造の他の具体例を示す
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説明図である。図中、図１～図３と同様の部分には同じ符号を付している。
　図４（ａ）は、図３に示した枠体２１の上部の部分拡大図である。面スピーカ２２の図
示は省略した。図４（ｂ）は、図４（ａ）の垂直断面図であり、垂直断面をX方向に見た
ものであり、併せて、面スピーカ２２、天板２、上前板８の一部分を記載している。
【００４１】
　図４（ａ）において、係合突起（弾性変形部２１ｂ，係止部２１ｃ）がプラグとなる。
係止部２１ｃの傾斜面２１ｈに貫通孔２１ｉが形成され、弾性変形部２１ｂの溝２１ｊに
連通する。溝２１ｊは、枠体２１の上端面に形成された浅溝２１ｋに連通する。
　４１は導電性弾性部材であって、山部４１ａ，４１ｃ、４１ｅと、これらの間の谷部４
１ｂ，４１ｄという折れ曲がりのある平板部材である。山部４１ａ，４１ｃは三角状、谷
部４１ｂ，４１ｄは平坦、山部４１ｅは湾曲している。
　この導電性弾性部材４１は、その山部４１ｃが溝２１ｊに挿入され、山部４１ｅが浅溝
２１ｋに嵌め込まれ、山部４１ａが貫通孔２１ｉに圧入固定される。谷部４１ｂ，４１ｄ
は、溝２１ｊの底面との間に隙間を置く。
【００４２】
　一方、図４（ｂ）に示した上前板８の取付孔８ｃをソケットとする。この取付孔８ｃの
背面側の上角部に導電性部材４２を設ける。この導電性部材４２は、直角に２度曲げられ
、天板２の裏面において、ネジ部材４３により天板２に固定される。
　上述した係合突起の係止部２１ｃが取付孔８ｃと係合したとき、導電性弾性部材４１の
第２の山部４１ｃは、導電性部材４２に接触し、その弾性力により導電性部材４２を押圧
する。その結果、枠体２１の上部が上前板８に係合するとき、上述した１つの係合部にお
いて、１対の接続端子が電気的に接続される。
　導電性弾性部材４１の山部４１ｅは、面スピーカ２２の接続端子２２ａと面接触するこ
とにより、面スピーカ２２の１つの電極に接続される。一方、導電性部材４２は、図示し
ない接続線により、図１（ｂ）に示した電子回路ブロック１３に接続される。
【００４３】
　なお、弾性変形部２１ｂは、係合中も弾性力を残しており、弾性変形部２１ｂの上面（
溝２１ｊを有する側）が取付孔８ｃの上面（天板２の下面）を押圧している。
　そこで、係合中に、弾性変形部２１ｂの上面が取付孔８ｃの上面に接触しないように設
計し、導電性弾性部材４１が導電性部材４２を押圧するのみの状態とすることもできる。
この場合、弾性変形部２１ｂと導電性弾性部材４１の両弾性力により、係合状態が保持さ
れる。
　また、導電性弾性部材４１を、弾性変形の無視できる単なる導電性部材に置き換え、置
き換えたものが、弾性変形部２１ｂの弾性のみにより、導電性部材４２に接触して押圧す
る状態とすることもできる。
【００４４】
　図５（ａ）は、図３に示した枠体２１の下部の部分拡大図である。面スピーカ２２の図
示は省略する。後述する導電性弾性部材５１の図示を明確にするため、係合突起（弾性変
形部２１ｅ，係止部２１ｆ）の外形線を一点鎖線で図示し、この係合突起に隠れている導
電性弾性部材５１の外形線を実線で図示している。
　図５（ｂ）は、図５（ａ）の垂直断面図であり、垂直断面をX方向に見たものであり、
併せて、面スピーカ２２、上前板８の一部分を記載している。
　図中、図３と同様な部分には同じ符号を付している。
【００４５】
　図５（ａ）において、係合突起（弾性変形部２１ｅ，係止部２１ｆ）がプラグとなる。
係止部２１ｆの傾斜面２１Lに貫通孔２１ｍが形成され、弾性変形部２１ｅの溝２１ｎに
連通する。溝２１ｎは、枠体２１の貫通孔に連通し、枠体２１の前面に開口部２１ｏが形
成される。
　５１は導電性弾性部材であって、接触構造部と端子部構造部を有する。接触構造部は、
谷部５１ａ，５１ｃと、谷部５１ａ，５１ｃの間の山部５１ｂと、谷部５１ｃに続く山部
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５１ｄからなる。谷部５１ａ，５１ｃは三角状であり、山部５１ｂ，５１ｄは平坦である
。山部５１ｄの端は垂直に折れ曲がり端子部構造に連なる。
　端子部構造は、山部５１ｄの幅よりも幅広に形成され、その幅方向の端部５１ｅ，５１
ｆは、上述した接触構造部の側に折り曲げられることにより「コ」の字状に形成され、か
つ、その幅方向中心部から接触構造部の側に矩形片５１ｇが切起されている。この矩形片
５１ｇに、取付孔５１ｈと、その上に係合突起５１ｉとが形成されている。
【００４６】
　導電性弾性部材５１は、上述した開口部２１ｏから挿入される。谷部５１ａ、山部５１
ｂ、谷部５１ｃ、山部５１ｄは、弾性変形部２１ｅの溝２１ｎに挿入され、谷部５１ａは
、貫通孔２１ｍに圧入固定される。山部５１ｂ，５１ｄは、溝２１ｎの天井面との間に隙
間を置く。
　端部５１ｅ，５１ｆは、枠体２１の縦溝２１ｐに嵌合し、後述するように、ネジ部材５
２を取付孔５１ｈから枠体２１にねじ止めすることにより、導電性弾性部材５１が枠体２
１に固定される。
【００４７】
　一方、図５（ｂ）に示した上前板８の取付孔８ｄをソケットとする。この取付孔８ｄの
背面側の下角部に導電性部材５３を設ける。この導電性部材５３は、直角に曲げられ、上
前板８の背面において、ネジ部材５４により固定される。
　上述した係合突起の係止部２１ｆが取付孔８ｄと係合したとき、導電性弾性部材５１の
第２の谷部５１ｃは、導電性部材５３に接触し、その弾性力により導電性部材５３を押圧
する。このようにして、面スピーカパネル９の枠体２１の下部が上前板８に係合するとき
、上述した１つの係合部において、１対の接続端子が電気的に接続される。
【００４８】
　係合突起の弾性変形部２１ｅは、係合中も弾性力を残しており、弾性変形部２１ｅの下
面（溝２１ｎを有する側）が取付孔８ｄの下面を押圧している。
　そこで、係合中に、弾性変形部２１ｅの下面が取付孔８ｄの下面に接触しないように設
計し、導電性弾性部材５１が導電性部材５３を押圧するのみの状態とすることもできる。
この場合、弾性変形部２１ｅと導電性弾性部材５１の両弾性力により、係合状態が保持さ
れる。
　また、導電性弾性部材５１を、弾性変形の無視できる単なる導電性部材に置き換え、こ
れが、弾性変形部２１ｅの弾性のみにより、導電性部材５３に接触して押圧する状態とす
ることもできる。
【００４９】
　端子部構造において、端部５１ｅ，５１ｆと矩形片５１ｇとの隙間に、面スピーカ２２
の接続端子２２ｂが挿入される。接続端子２２ｂには、図５（ａ）に示した取付孔２２ｃ
と係合孔（係合凹部でもよい）２２ｄとが形成されている。
　係合孔２２ｄと係合突起５１ｉとを位置合わせすることにより、取付孔２２ｃと取付孔
５１ｈとの位置決めが容易になる。ネジ部材５２を、面スピーカ２２、取付孔２２ｃ、取
付孔５１ｈから枠体２１にねじ止めすることにより、導電性弾性部材５１が枠体２１に固
定されると同時に、面スピーカ２２の接続端子２２ｂが導電性弾性部材５１の矩形片５１
ｇと接触することにより、導電性弾性部材５１が面スピーカ２２の１つの電極に接続され
る。
　一方、導電性部材５３は、図示しない接続線により、図１（ｂ）に示した電子回路ブロ
ック１３に接続される。
【００５０】
　図６は、図１に示した実施形態における面スピーカ２２の一具体例である、柔軟性を有
する面スピーカ６０の構造図である。
　図６（ａ）は面スピーカ６０の積層構造を開いて見せた模式図、図６（ｂ）は面スピー
カ６０の部分平面図、図６（ｃ）は面スピーカ６０の部分断面図、図６（ｄ）は面スピー
カ６０の他の例を示す部分断面図である。
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【００５１】
　まず、積層構造の主要部を説明する。
　図６（ａ）～図６（ｃ）において、音響透過性を有する第１の固定電極シート６２と音
響透過性を有する第２の固定電極シート６６との間に、音響透過性を有する第1の絶縁性
シート６３と音響透過性を有する第２の絶縁性シート６５とを介して、特に薄くて柔軟性
を有する振動電極シート（振動膜）６４が積層配置されている。
　第１の絶縁性シート６３、第２の絶縁性シート６５は、薄くて柔軟性がある緩衝材（ク
ッション材）である。また、上述した第１の固定電極シート６２、第２の固定電極シート
６６も、薄くて柔軟性がある。
　振動電極シート６４の前面から出力された音は、第1の絶縁性シート６３、第１の固定
電極シート６２を透過し、この静電型スピーカの前面から放出されるとともに、振動電極
シート６４の背面から出力された音は、第２の絶縁性シート６５、第２の固定電極シート
６６を透過し、この静電型スピーカの背面から放出される。
【００５２】
　６１は音響透過性を有する第３の絶縁性シート、６７は音響透過性を有する第４の絶縁
性シートであって、これらは、静電型スピーカの前面、背面を保護したり防水したりする
とともに、感電を防止するためのカバーでもある。これらも柔軟性がある。
　従って、この面スピーカ６０は、全体としても、柔軟性のある薄型フレキシブル（flex
ible）静電型スピーカである。
　上述した振動電極シート６４を除き、他の第１の固定電極シート６２、第２の固定電極
シート６６、第1の絶縁性シート６３、第２の絶縁性シート６５、第３の絶縁性シート６
１、第４の絶縁性シート６７は、通気性を有している。なお、第３の絶縁性シート６１、
第４の絶縁性シート６７は、省略可能である。
【００５３】
　６８ａ～６８ｅ，６９ａ～６９ｅは、振動電極シート６４を、第1の絶縁性シート６３
、第２の絶縁性シート６５により、部分的に支持するための接着層であって、その幅は狭
く、例えば、4～10［mm］であり、柔軟性があり、その厚みは薄く、例えば、0.1～0.5［m
m］である。図示の例において接着層はテープ状であり、具体的には両面接着テープを使
用している。
　振動電極シート６４は、接着層６８ａ～６８ｅ，６９ａ～６９ｅにより間隔をあけて支
持される。
　この接着層６８ａ～６８ｅ，６９ａ～６９ｅにより、振動電極シート６４は、接着層６
８ａ～６８ｅ，６９ａ～６９ｅのない領域で、振動電極シート６４に対し、第1の絶縁性
シート６３との間、及び、第２の絶縁性シート６５との間が僅かに離間して支持される。
【００５４】
　振動電極シート６４、第1の絶縁性シート６３、第２の絶縁性シート６５は柔軟性を有
するため、接触していても問題ない。第1の絶縁性シート６３、第２の絶縁性シート６５
は、振動電極シート６４を支持するとともに、振動電極シート６４に適度な弾性応力を付
与する。
　接着層６８ａ～６８ｅ，６９ａ～６９ｅは、静電型の面スピーカにとって必須のもので
はない。しかし、振動電極シート６４は、緩衝作用のある第1の絶縁性シート６３、第２
の絶縁性シート６５との間で相互作用を及ぼし合いながら、これらと一体となって振動す
る。
　従って、接着層６８，６９は、スペーサというよりも、振動電極シート６４と第1の絶
縁性シート６３、第２の絶縁性シート６５との相互作用を安定させる機能がある。接着層
６８，６９は、また、面スピーカ６０の全体を折り曲げたときに、多層状に形成された積
層シートの各層が破損しないようにしたり、ずれて皺ができないようにしたりする役目を
果たす。
【００５５】
　図６（ｃ）において、振動電極シート６４は、接着層６８ａ～６８ｅにより、第1の絶
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縁性シート６３に等間隔の第１の支持位置で支持されるとともに、接着層６９ａ～６９ｅ
により、第２の絶縁性シート６５に同じ第１の支持位置で支持される。第１の支持位置の
間隔は、1［cm］～10［cm］とし、試作品では3.6［cm］とした。
　図６（ｄ）において、振動電極シート６４は、接着層６８ｆ，６８ｇにより、第１の絶
縁性シート６３に等間隔の第１の支持位置で支持されるとともに、接着層６９ｆ，６９ｇ
により、第２の絶縁性シート６５に等間隔の第２の支持位置で支持される。第１の支持位
置と第２の第１の支持位置とは交互に配置されるので、振動電極シート６４は、交互に支
持される。
【００５６】
　なお、図６（ｂ），図６（ｃ）に示したように、面スピーカ６０の端部（図示右端部）
は、接着層６８ｅ，６９ｅ，６８ｈ，６９ｈで支持することが好ましい。面スピーカ６０
の周縁部において、各シートの層間を、接着層６８ｅ，６９ｅ，６８ｈ，６９ｈと同様な
接着層（両面接着テープ）で相互に接着したり、接着剤を塗布したりして、層が離れない
ようにする。面スピーカ６０の周縁部は、縫合したり、合成樹脂でまとめたり、図示しな
い枠体に取り付けられたりする。
【００５７】
　上述した振動電極シート６４は、例えば、ポリエチレンテレフタレート（PET）又はポ
リプロピレン（PP）等の、合成樹脂薄膜の両面又は片面に、アルミニウム等の導電性を有
する金属を蒸着したり、導電性塗料を塗布したりしたものであり、その厚さは数［μm］
～数十［μm］である。
　上述した第１の固定電極シート６２、第２の固定電極シート６６は、ポリエチレンテレ
フタレートの片面又は両面に、アルミニウム等の導電性を有する金属を蒸着したり、導電
性塗料を塗布したりして、その厚みを貫通する多数の貫通孔６２ａ，６６ａが形成された
パンチングメタルである。この試作品では、厚さが0.5［mm］である。
　第１の固定電極シート６２、第２の固定電極シート６６は、パンチングメタルに代えて
、金網を用いてもよいし、不織布にアルミニウム蒸着をしたものを用いてもよい。後者の
場合、第３の絶縁性シート６１と第１の固定電極シート６２とを一体化し、第４の絶縁性
シート６７と第２の固定電極シート６６とを一体化することができる。
　上述した第１の絶縁性シート６３、第２の絶縁性シート６５は、例えば、発泡合成樹脂
や不織布である。
　上述した第３の絶縁性シート６１、第４の絶縁性シート６７も、例えば、発泡合成樹脂
や不織布であるが、材料選択の自由度が大きい。
【００５８】
　図７は、図１に示した実施形態における面スピーカ２２の他の例である、柔軟性を有す
る静電型の面スピーカ７０を示す部分平面図である。
　先の図６においては、接着層６８ａ～６８ｅ，６９ａ～６９ｅを図示縦方向に並べて互
いに平行配置していた。図７においては、加えて、接着層７１ａ，７１ｂ，７１ｃを、図
示横方向に並べて互いに平行配置したものである。
　図示の接着層７１ａ，７１ｂは、接着層６８ａ～６８ｄ，６９ａ～６９ｄと同じ間隔で
配置されている。
　上述した縦方向、横方向に配置する２種の接着層に代えて、１枚の格子状接着層を用い
れば、接着層の厚みが均一になる。
　この面スピーカ７０の積層断面構造は、接着層の配置を除けば図６（ｃ）、図６（ｄ）
と同じであるので図示を省略する。
【００５９】
　図６、図７に示した例では、接着層６８ａ～６８ｈ、６９ａ～６９ｈ、７１ａ～７１ｃ
により、振動電極シート６４と第1の絶縁性シート６３、振動電極シート６４と第２の絶
縁性シート６５が接着されていた。
　これらに加えて、第３の絶縁性シート６１と第１の固定電極シート６２との層間、第１
の固定電極シート６２と第1の絶縁性シート６３との層間、第２の絶縁性シート６５と第
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２の固定電極シート６６との層間、第２の固定電極シート６６と第４の絶縁性シート６７
との層間のうち、任意の層間を、図示しない接着層（両面接着テープ）で接着してもよい
。特に、面スピーカ４０の周縁部においては、全ての層間を接着層（両面接着テープ）で
接着してもよい。
【００６０】
　このようにすることにより、積層体としての一体性が増し、層間に隙間ができたり、層
間がずれたりしない。図示しない両面接着テープによる接着位置は、図６（ｃ），図６（
ｄ）、図７に示す接着層６８ａ～６８ｈ、６９ａ～６９ｈ、７１ａ～７１ｃの支持位置と
一致させることが、音響透過率を下げないようにする点で望ましい。
　しかし、層間によって、接着位置を異ならせてもよい。また、層間によって、縦方向に
並べる１次元平行配置と、これに直交する横方向に並べる１次元平行配置の選択を変えた
りすることができる。
【００６１】
　図８は、図１に示した実施形態における面スピーカ２２のさらに他の例である、柔軟性
を有する静電型の面スピーカ８０Ａ，８０Ｂを示す部分平面図である。
　この具体例は、図６に示した積層断面構造を有した面スピーカ６０を1ユニットとし、
複数のユニットを、間隔をあけて配置したものを、１つの面スピーカ８０Ａ又は８０Ｂと
して形成したものである。
　すなわち、面スピーカ８０Ａ，８０Ｂは、複数のユニットと、これら複数のユニットの
うち隣接するユニット同士を連結する連接部に区分された積層シートである。
　図８（ａ）においては、複数の面スピーカユニットを１次元配置し、図８（ｂ）におい
ては、複数の面スピーカユニットを２次元配置（縦横方向）している。
【００６２】
　図８（ａ）において、静電型の面スピーカユニット８１1～８１5は、図６（ｃ）又は図
６（ｄ）に示した積層断面構造を有し、面スピーカ８０Ａの振動面となる。これに対し、
スピーカユニットの連接部８２の領域においては、図６（ｃ）又は図６（ｄ）に示した導
電層（第１の固定電極シート６２、振動電極シート６４、第２の固定電極シート６６）が
なく、絶縁層（第３の絶縁性シート６１、第1の絶縁性シート６３、第２の絶縁性シート
６５、第４の絶縁性シート６７）のみを残しており、これらが連接部８２を構成する。
【００６３】
　連接部８２の領域においては、さらに、第1の絶縁性シート６３、第２の絶縁性シート
６５をなくしてもよい。この場合、まず、各面スピーカユニット８１1～８１5として、そ
れぞれ、第１の固定電極シート６２、第1の絶縁性シート６３、振動電極シート６４、第
２の絶縁性シート６５、第２の固定電極シート６６、及び、接着層６８ａ～６８ｈ、６９
ａ～６９ｈ、７１ａ～７１ｃの積層構造を予め作成しておき、これらの面スピーカユニッ
ト８１1～８１5の上面と下面とを、第３の絶縁性シート６１、第４の絶縁性シート６７で
覆うことにより、面スピーカ８０Ａを形成することができる。この場合、第３の絶縁性シ
ート６１、第４の絶縁性シート６７が連接部８２を構成する。
　このような工程で製造すれば、箇々の面スピーカユニット８１1～８１5の面積が小さく
ても、広い面積の面スピーカ８０Ａ，８０Ｂが得られる。
【００６４】
　連接部８２においては、第１，第２の固定電極シート６２，６６の層及び振動電極シー
ト６４の層が存在しないので、この連接部８２で、折り曲げたり折り畳んだりしても、電
極シートが傷まない。
　ここで、連接部８２に存在する絶縁性シートの層は、隣接するユニットにおける同じ層
から連続して存在する。言い換えれば、これらの層は、全てのユニット及び連接部に共通
の連続した層である。そのため、連接部を設けるために、別の連結部材を設けたり、この
別の連結部材を隣接するユニットと縫合や接着等により結合したりする工程が不要である
。
【００６５】
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　図８（ｂ）において、各面スピーカユニット８３1～８３4は、図６（ａ）に示した面ス
ピーカユニット８１1～８１5と同様の積層構造を有し、面スピーカ８０Ｂの振動面となる
。この具体例では、面スピーカユニット８３1～８３4は、横方向が連接部８４ａにより連
接され、縦方向が連接部８４ｂにより連接されている。連接部８４ａ，８４ｂにおける積
層構造は、図８（ａ）に示した連接部８２と同様である。
　さらに、静電型スピーカユニット８３1～８３4の周縁部８４ｃも、図示しない枠体を取
り付ける領域とするために、連接部８４ａ，８４ｂと同じく、導電層のない積層構造にし
ている。
【００６６】
　上述した図８（ａ）の面スピーカユニット８１1～８１5、図８（ｂ）の面スピーカユニ
ット８３1～８３4は、各ユニットの各電極にリード線を接続し、これらのリード線をユニ
ット毎に独立して駆動回路に接続する。又は、連接部８２、８４ａ，８４ｂにおいて、隣
接するユニットの対応する電極同士を短いリード線でつなぎ、各ユニットの各電極を共通
のリード線で駆動回路に接続してもよい。
【００６７】
　図９は、図６に示した柔軟性を有する静電型の面スピーカの第４の具体例を示す平面図
である。
　図９（ａ）は面スピーカ９０の背面側を示す平面図、図９（ｂ）は図９（ａ）に面スピ
ーカ内の導電性接着層の配置を加えた背面側を示す平面図、図９（ｃ），（ｄ），（ｅ）
は、それぞれ、図９（ｂ）の矢視X-X，Y-Y，Z-Z方向を見た断面図である。図中、図６と
同様な部分には同じ符号を付している。接着層６８ａ，６９ａ，６８ｂ，６９ｂ等は、図
６と同様に、図示縦方向に延設されている。
　図９（ａ）に示すように、この面スピーカ９０は、ステレオ用に、左右に２つの面スピ
ーカユニット９０L，９０Rが配置されたものである。左右対称構造であるため、左右の構
成には同じ符号を付し、右側の面スピーカユニット９０Rついてのみ説明する。背面側の
図であるので面スピーカユニット９０Rを左側に図示している。面スピーカユニット９０L
，９０Rの間の領域が図８に示した連接部８２と同様の連接部９０Cであり、面スピーカユ
ニット９０L，９０Rを合わせたものの周縁部は、図示しない枠体を取り付ける領域となる
。
【００６８】
　図９（ｂ）、図９（ｃ）に示す９１は、帯状の第１の導電性接着層であり、第１の固定
電極シート６２と第３の絶縁性シート６１との両者の層間にあって、面スピーカ９０の上
縁の左半分に延設され、両者を接着する。導電性接着層は、導電性粘着剤自体や、金属箔
テープの両面に導電性粘着剤を塗布したもので実現される。
　図９（ａ）、図９（ｂ）、図９（ｄ）に示す９２は、第１のフレキシブルプリント基板
（Flexible Printed Circuit Board、以下FPCという）であり、絶縁フィルムの裏面（図
示では上面となる）に導体箔９２ｄが被着されたものである。このFPCに代えて銅箔テー
プを用いることもできる。
　FPC９２（図９（ｄ））は、第１の導電性接着層９１（図９（ｃ））と同一の層間にあ
って、面スピーカユニット９０Rの上縁の一端部から左縁を縦方向に延設される。第１の
導電性接着層９１の一端部９１ａと第１のFPC９２の一端部９２ａにおける導体箔９２ｄ
とは、面スピーカユニット９０Rの上縁の一部において重なり合い接着される。第１のFPC
９２の他端部は、下方向に延び、第２の固定電極シート６２から第４の絶縁性シート６７
までを突き抜けて、第１の接続端子９２ｂとなる。９２ｃはプラグの端子に接続するため
の取付孔である。
【００６９】
　図９（ｂ）、図９（ｄ）に示す９３は、帯状の第２の導電性接着層であり、第１の絶縁
性シート６３と振動電極シート６４との両者の層間にあって、面スピーカユニット９０R
の左縁（第１のFPC９２の右側）を縦方向に延設され下縁の一部に至り、両者を接着する
。
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　９４は第２のFPCであり、絶縁フィルムの裏面（図示上面）に導体箔（図示せず）が被
着されたものである。第２のFPC９４は、第２の導電性接着層９３と同一の層間にあって
、面スピーカユニット９０Rの下縁の一部に設けられる。第２の導電性接着層９３の一端
部９３ａと第２のFPC９４の一端部９４ａにおける導体箔とは、面スピーカユニット９０R
の下縁の一部において重なり合い接着される。第２のFPC９４の他端部は、振動電極シー
ト６４から第４の絶縁性シート６７までを突き抜けて第２の接続端子９４ｂとなる。
　第２の接続端子９４ｂは端部において下方向に延設され、ここに、取付孔９４ｃが形成
されている。ここで、第２のFPC９４がこれらの層を突き抜ける際に、第２の固定電極シ
ート６６と短絡しないように、例えば、第２のFPC９４の導体箔に絶縁被覆をしておく。
【００７０】
　９５は帯状の第３の導電性接着層であり、第４の絶縁性シート６５と第２の固定電極シ
ート６６との両者の層間にあって、面スピーカユニット９０Rの右縁から縦方向に延設さ
れ下縁の一部に至り、両者を接着する。
　９６は第３のFPCであり、第３の導電性接着層９５と同じ層間にあって、面スピーカユ
ニット９０Rの下縁に設けられる。図９（ｅ）に示されるように、第３の導電性接着層９
５の一端部９５ａと第３のFPC９６の一端部９６ａにおける導体箔９６ｄは、面スピーカ
ユニット９０Rの下縁の一部において重なり合い接着される。
　第３のFPC９６の他端部は、第２の固定電極シート６６と第４の絶縁性シート６７を突
き抜けて第３の接続端子９６ｂとなる。第３の接続端子９６ｂは端部において下方向に延
設され、ここに、取付孔９６ｃが形成されている。
【００７１】
　これらの第１～第３の導電性接着層９１，９３，９５、及び、第１～第３のFPC９２，
９４，９６は、面スピーカユニット９０Rの振動を妨げないように、その周縁部に配置さ
れている。第１～第３の接続端子９２ｂ，９４ｂ，９６ｂは、いずれも、面スピーカユニ
ット９０Rの下縁部に等間隔で配置されている。
　図５に示した係合突起（係止部２１ｆ，弾性変形部２１ｅ）及び取付孔８ｄは枠体２１
の下部における６箇所に設けられる。第１～第３の接続端子９２ｂ，９４ｂ，９６ｂは、
いずれも、導電性弾性部材５１の端部５１ｅ，５１ｆと矩形片５１ｇとの隙間に挿入され
る接続端子２２ｂとなり、図５に示した導電性弾性部材５１の矩形片５１ｇにねじ止めさ
れる。
　なお、図９に示した面スピーカ９０は、枠体２１の上部の係合突起としては、図３に示
した係合突起（弾性変形部２１ｂ、係止部２１ｃ）を使用し、図４に示したプラグを兼ね
る係合突起を使用する必要はない。
【００７２】
　図１０は、図１に示した実施形態における電子鍵盤楽器の機能ブロック図である。
　図1に示した鍵盤部４における各白鍵，黒鍵の操作は、検出部１０１により検出され、
検出信号が制御部１０２に出力される。制御部１０２は、演奏データを音源部１０３に出
力する。この演奏データには、押鍵及び離鍵のタイミング、押鍵又は離鍵された鍵に対応
するノートナンバ（音高）、ベロシティ（押鍵速度）、アフタタッチ量等のデータが含ま
れている。上述した制御部１０２は、機器組み込みプログラムをCPUに実行させることに
より実現される。
【００７３】
　図１に示した電子鍵盤楽器には、操作パネル６ａ，６ｂ，６ｃが設置され、これらに複
数の操作子（ボタン、ノブ）１０４が配置されている。操作子１０４としては、例えば、
楽器音色等の設定操作用スイッチや、自動演奏のための選曲、再生開始や再生停止等を制
御するスイッチがある。
　操作子１０４の操作は、検出部１０１により検出され、制御部１０２に出力され、制御
部１０２では、各操作子に割り付けられた機能を、電子鍵盤楽器に設定する。音源部１０
３に対する設定の場合は、音源部１０３に音源設定データを出力する。
【００７４】
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　上述した電子鍵盤楽器は、自動演奏部１０５と曲データ記憶部１０６が内蔵されている
。自動演奏部１０５は、操作子の操作により、曲データ記憶部１０６に記憶された曲を読
出し、MIDI（Musical Instrument Digital Interface）形式の演奏データを制御部１０２
に出力する。上述した自動演奏部１０５も、機器組み込みプログラムをCPUに実行させる
ことにより実現される。
　MIDIインタフェース１０７は、パーソナルコンピュータや他の電子楽器から供給される
MIDI形式の演奏データを、下後板３ｃに設けられた端子から入力し、制御部１０２に出力
する。
【００７５】
　音源部１０３は、制御部１０２から入力された演奏データに応じて、音色等の音源設定
や、押鍵操作に応じた音高と強さのステレオ（L，Rの2チャンネル）の楽音信号を生成し
、増幅器１０８L，１０８R，１１０L、１１１L、及び、１１１Rに出力する。図示の音源
部１０３は、１つの楽音の発生用に、ステレオ用の左ソース、右ソースを使用する。これ
らの音源ソースは、図示しない音源波形メモリに記憶されている。
　また、音源部１０３は、モノラルソースを使用するとし、操作された鍵の帯域等に応じ
て、左右の音量比を制御（音像定位制御）するものでもよい。
【００７６】
　増幅器１０８L，１０８Rの出力は、それぞれ、ヘッドフォン用の外部出力端子１０９L
，１０９Rに出力される。増幅器１１０Lの出力は図1に示したコーンスピーカ１０に出力
される。図１に示した左側領域にあるコーンスピーカ１０を、上前部５の右側領域にも配
設した場合、音源部１０３のRチャンネルの出力を、図示しない増幅器（１１０R）を介し
て、右側領域に配設したコーンスピーカに出力する。
　増幅器１１１L、１１１Rの出力は、それぞれ、昇圧トランス１１２L，１１２Rの１次コ
イルに出力される。昇圧トランス１１２L，１１２Rの２次コイルには、図1に示した面ス
ピーカパネル９を構成する柔軟性を有する面スピーカ２２が接続される。
　図示の例では、面スピーカ２２として、図９に示した左チャンネル用の面スピーカユニ
ット９０Lと右チャンネル用の面スピーカユニット９０Rとに分かれた面スピーカ９０を使
用する。
　昇圧トランス１１２Lの２次コイルは、中点タップCTを有し、中点タップCTには、高圧
のバイアス直流電源１１３Lと高抵抗の抵抗器１１４Lとの直列回路が接続されている。上
述した２次コイルの両端が端子１１５L，１１６L、抵抗器１１４Lの他端が端子１１７Lと
なる。
【００７７】
　端子１１５L，１１６L，１１７Lとして、それぞれ、図５を参照して説明した機械的結
合構造（係止部２１ｆ、弾性変形部２１ｅ、取付孔８ｄ）が電気的接続のコネクタ（導電
性弾性部材５１、導電性部材５３）を兼ねているものを使用する。
　端子１１５Lは、第１の導電性薄板９２、導電性接着層９１を経由して、図６に示した
第１の固定電極シート６２に接続される。同様に、端子１１６Lは第２の固定電極シート
６６に接続され、端子１１７Lは振動電極シート６４に接続される。
【００７８】
　このように、端子１１５L～１１７Lの１個の端子（１回路）毎に、互いに独立かつ離間
した６個のコネクタ（プラグ、ソケット）を使用すれば、プラグとソケットとの接続作業
の際に、作業者の指が出力線の複数の回路に同時に触れる恐れが少ない。
　勿論、面スピーカパネルが支持体に取り付けられている場合に限り出力線に高圧が印加
されるようにするのが常である。しかし、接続作業時に、万が一、出力線間に高電圧が出
力されていたとしても、接続作業者の感電を防止できる。
【００７９】
　面スピーカユニット９０Lの端子１１５L，１１６L，１１７Lは、それぞれ、３個の端子
（３回路）を有する共通のコネクタ（プラグ、ソケット）であってもよい。また、端子１
１５R，１１６R，１１７Rを含めて、面スピーカユニット９０L，９０Rに共通の６個の端
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子（６回路）を有する共通の１個のコネクタを用いてもよい。
【００８０】
　ここで、静電型面スピーカの動作原理を、振動電極シート６４を電位の基準にとって説
明する。バイアス直流電源１１３Lにより、第１の固定電極シート６２及び第２の固定電
極シート６６は、E0＝数百［V］の負に帯電し、振動電極シート６４と第１の固定電極シ
ート６２との間、及び、振動電極シート６４と第２の固定電極シート６６との間に、互い
に逆方向の静電吸引力が発生する。
　この状態で、第１の固定電極シート６２及び第１の固定電極シート６６に、逆位相の楽
音信号±e［V］（eはE0より十分に小さい値）が印加されると、第１の固定電極シート６
２及び第２の固定電極シート６６は、それぞれ、（E0＋e）［V］、（E0－e）［V］で負に
帯電する。その結果、振動電極シート６４と第１の固定電極シート６２との電極間、及び
、振動電極シート６４と第２の固定電極シート６６との間の静電吸引力のバランスがくず
れ、結果として、楽音信号e［V］に比例した静電吸引力が発生し、振動電極シート６４は
、楽音信号e［V］の正負に応じてプッシュプル駆動される。
　上述した説明では、面スピーカユニット９０Lについて説明したが、面スピーカユニッ
ト９０Rも同様であり、説明を省略する。
【００８１】
　上述した説明では、増幅器１１０Lの出力を直接にコーンスピーカ１０へ出力していた
。しかし、コーンスピーカ１０の周波数特性に応じた楽音信号を供給するために、低域通
過型フィルタ回路を、増幅器１１０Lの入力側又は出力側に挿入することが望ましい。
　同様に、増幅器１１１Lの入力側又は出力側に、面スピーカユニット９０Lの周波数特性
に応じた楽音信号を昇圧トランス１１２Lに供給するための高域、又は、中高域通過型フ
ィルタ回路を挿入してもよい。
　上述したフィルタ回路の特性は、コーンスピーカ１０から出力される音と面スピーカユ
ニット９０Lから出力される音とが、周波数特性上においてバランスするように設計する
。
【００８２】
　さらにまた、高域再生用のツィータスピーカ（例えば、ドーム型ダイナミックスピーカ
）を設け、増幅器１１０Lはツィータスピーカにも楽音信号を分配してもよい。面スピー
カユニット９０Lとツィータスピーカとを選択的に切替えていずれか一方を使用するため
のスイッチを設けてもよい。
　図示を省略したが、音源部１０３に、面スピーカユニット９０L、９０Rに専用のソース
（L,Rの２系統）が用意されていてもよい。この場合、この専用のソースに基づく楽音信
号を、増幅器１１１L，１１１Rで増幅し、昇圧トランス１１２L，１１２Rに供給する。
　上述した面スピーカ９０を、左右のチャンネルに分けない場合、音源部１０３からモノ
ラル信号の供給を受けて、増幅し、昇圧トランスに出力する。あるいは、音源部１０３の
ステレオ出力を混合する混合部を設け、混合部の出力を増幅し昇圧トランスに出力する。
【００８３】
　図１１は、本願発明の他の実施形態であるポータブルシンセサイザ型電子鍵盤楽器の垂
直断面の概要図である。
　この実施の形態は、面スピーカパネルが取り付けられる支持体を、電子楽器の複数の外
面部に設けることにより、面スピーカを電子楽器の複数の外面部に選択的に取り付けでき
るようにしたものである。
　前方から見た外観は図１（ａ）と同様である。図１１は、図１（ｂ）と同様に、図１（
ａ）の切断線から矢視Xの方向を見た垂直断面の概要図である。図中、図１と同様な部分
には同じ符号を付している。
　この実施の形態において、天板（屋根部）１２１には、図１に示した線状孔２ａ，線状
板２ｃと同様の、線状孔１２１ａ，線状板１２１ｃが形成されている。天板１２１は、そ
の後方が後傾斜板（背面板）１２１ｂとなる。
【００８４】
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　後傾斜板１２１ｂには、１又は複数の透孔１２１ｄが形成されるとともに、図２に示し
た取付孔８ｃ，８ｄと同様の取付孔（符号省略）も形成されている。この取付孔に、図１
に示した面スピーカパネル９の係合突起（図２の弾性変形部２１ｂ，２１ｅ、係止部２１
ｃ，２１ｆ）を係合させる。その結果、図１では上前部５に取り付けていた面スピーカパ
ネル９を、後傾斜板（背面板）１２１ｂのある背面部に付け替えることができる。
【００８５】
　天板１２１の上面後端部に、透孔１２１ｅと、これから１段下がった板１２１ｆとが対
になって設けられている。図１（ｂ）に示した線状孔２ａと線状板２ｃと同様に、透孔１
２１ｅと板１２１ｆとの隙間に、マイナスドライバ２４（図２）を差し込み、係合突起の
係止部と取付孔との係合を解除し、係止部を取付孔から引き抜くことにより、後傾斜板（
背面板）１２１ｂに取り付けていた面スピーカパネル９を取り外すことができる。面スピ
ーカパネル９には、鍵配列方向の複数箇所に係合箇所が設けられる。それぞれの係合箇所
の近傍に、上述した透孔１２１ｅと板１２１ｆの対による隙間を形成しておく（図示省略
）。
【００８６】
　一方、面スピーカパネル９が取り付けられていた上前部５には、スピーカパネル１２２
を設けて、上前板８を外から見えなくすればよい。スピーカパネル１２２は、面スピーカ
パネル９と比較して、面スピーカ２２がなく、かつ、コーンスピーカ１０の前面開口部１
０ａに対向する部分にのみ透孔（音孔）を有し、コーンスピーカ１０の背面から出た音の
回り込みを防止する板（バッフル板）となる枠体１２３を有するものとすればよい。
　なお、２個の面スピーカパネル９を、それぞれ、上前部５の上前板８と背面部の後傾斜
板（背面板）１２１ｂの両方に取り付けて使用できるようにしてもよい。この他、面スピ
ーカパネル９を、前方傾斜底板３ｂにも取り付けられるようにしてもよい。
【００８７】
　上述した面スピーカパネル１５は、工場での取り付けが簡単になるだけでなく、ユーザ
が好みで取り付け取り外しをすることができる。電子鍵盤楽器の筐体の複数箇所に取付け
る面スピーカを、上述した面スピーカパネル９のような、同一構造、同一寸法の規格統一
された面スピーカ又は面スピーカパネルとし、ユーザが、好みに応じて、規格統一された
面スピーカを、所定の複数箇所の任意の場所に取付け、取り外しできるようにすると利便
性が高まる。
【符号の説明】
【００８８】
　１…側面板、２…天板、２ａ…線状孔、２ｂ…後傾斜板、２ｃ…線状板、３…底板、３
ａ…基板、３ｂ…前方傾斜底板、３ｃ…下後板、３ｄ…下前板、３ｅ…後上底板、４…鍵
盤部、４ａ…鍵盤フレーム、４ｂ…垂直リブ、４ｃ…白鍵、４ｄ黒鍵、４ｅ，４ｆ…拍子
木、５…上前部、６ａ，６ｂ，６ｃ…操作パネル、７…ディスプレイ、８…上前板、８ａ
…透孔、８ｂ…格子部、８ｃ，８ｄ…取付孔、８ｅ…段差部、９…面スピーカパネル、１
０…コーンスピーカ、１０ａ…前面開口部、１１…フレーム板、１２…保持部材、１２ａ
…取付部、１２ｂ…ネジ孔、１２ｃ…取付部、１２ｄ…取付孔、１３…電子回路ブロック
、１４…内部空間、２１…枠体、２１ａ…開口部、２１ｂ…弾性変形部、２１ｃ…係止部
、２１ｄ…取付孔、２１ｅ…弾性変形部、２１ｆ…係止部、２１ｇ…取付孔、２１ｈ…傾
斜面、２１ｉ…貫通孔、２１ｊ…溝、２１ｋ…浅溝、２１L…傾斜面、２１ｍ…貫通孔、
２１ｎ…溝、２１ｏ…開口部、２１ｐ…縦溝、
　２２，２２L，２２R…面スピーカ、２２ａ，２２ｂ…接続端子、２２ｃ…取付孔、２２
ｄ…係合孔、２３…パンチングパネル板、２３ａ…上端部、２３ｂ…ねじ孔、２３ｃ…下
端部、２３ｄ…取付部、２３ｅ…ネジ孔、２４…マイナスドライバ、２５…ネジ部材、３
１，３２…防振部材、３３…ネジ部材、４１…導電性弾性部材、４１ａ，４１ｃ，４１ｅ
…山部、４１ｂ，４１ｄ…谷部、４２…導電性部材、４３…ネジ部材、５１…導電性弾性
部材、５１ａ，５１ｃ…谷部、５１ｂ，５１ｄ…山部、５１ｅ，５１ｆ…端部、５１ｇ…
矩形片、５１ｈ…取付孔、５１ｉ…係合突起、５２…ネジ部材、５３…導電性部材、５４
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　６０…面スピーカ、６１…第３の絶縁性シート、６２…第１の固定電極シート、６２ａ
…貫通孔、６３…第１の絶縁性シート、６４…振動電極シート、６５…第２の絶縁性シー
ト、６６…第２の固定電極シート、６６ａ…貫通孔、６７…第４の絶縁性シート、６８ａ
～６８ｈ，６９ａ～６９ｈ…接着層、
　７０…面スピーカ、７１ａ，７１ｂ，７１ｃ…接着層、
　８０Ａ，８０Ｂ…面スピーカ、８１1～８１5…面スピーカユニット、８２…連接部、８
３1～８３4…面スピーカユニット、８４ａ，８４ｂ…連接部、８４ｃ…周縁部、
　９０…面スピーカ、９０L，９０R…面スピーカユニット（静電型面スピーカ）、９０C
…連接部、９１，９３，９５…第１～第３の導電性接着層、９１ａ，９３ａ，９５ａ…一
端部、９２，９４，９６…第１～第３のFPC（フレキシブルプリント基板）、９２ａ，９
４ａ，９６ａ…一端部、９２ｂ，９４ｂ，９６ｂ…接続端子、９２ｃ，９４ｃ，９６ｃ…
取付孔、９２ｄ，９６ｄ…導体箔、
　１０１…検出部、１０２…制御部、１０３…音源部、１０４…操作子、１０５…自動演
奏部、１０６…曲データ記憶部、１０７…MIDIインタフェース、１０８L，１０８R，１１
０L増幅器、１０９L，１０９R…外部出力端子、１１０L，１１１L，１１１R…増幅器、１
１２L，１１２R…昇圧トランス、１１３L，１１３R…バイアス直流電源、１１４L，１１
４R…抵抗器、１１５L，１１５R，１１６L，１１６R，１１７L，１１７R…端子
　１２１…天板、１２１ａ…線状孔、１２１ｂ…後傾斜板、１２１ｃ…線状板、１２１ｄ
…透孔、１２１ｅ…透孔、１２１ｆ…板、１２２…スピーカパネル、１２３…枠体

【図１】 【図２】
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