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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンマーサポートと、このハンマーサポートに左右方向に並んだ状態にかつ各々が回動
自在に支持されるとともに、押鍵された鍵に連動して回動する複数のハンマーと、を備え
た電子鍵盤楽器のハンマー装置であって、
　前記ハンマーサポートは、
　互いに左右方向に所定の第１幅を隔てて配置され、前記複数のハンマーをそれぞれ仕切
る複数の仕切壁と、
　隣り合う前記仕切壁の間に左右方向に延びるようにそれぞれ設けられ、前記複数のハン
マーをそれぞれ回動自在に支持する複数の支点軸部と、
　当該各支点軸部の左右の端部付近にそれぞれ設けられ、互いに左右方向に前記第１幅よ
りも小さい所定の第２幅を隔てて配置された左右のストッパと、
　を有しており、
　前記各ハンマーは、前後方向に延びるアーム状に形成されており、
　後端部に設けられるとともに前記第２幅よりも小さい左右方向の幅寸法を有し、前記支
点軸部に回動自在にかつ着脱自在に係合する係合部と、
　この係合部の前側に設けられ、対応する鍵の押鍵に伴い当該ハンマーが回動することに
より、当該鍵の押鍵情報を検出するための鍵スイッチを押圧するアクチュエータ部と、
　左右の側面の前記アクチュエータ部の付近にそれぞれ突設された左右の突出部と、
　を有し、
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　前記左右の突出部は、当該ハンマーの前記ハンマーサポートへの取り付け時において、
前記係合部が前記支点軸部に係合される際に、前記左右のストッパにそれぞれ当接するこ
とにより、前記アクチュエータ部が前記支点軸部に接するのを阻止するように構成されて
いることを特徴とする電子鍵盤楽器のハンマー装置。
【請求項２】
　前記各ハンマーの前記左右の突出部における先端間の左右方向の幅寸法は、前記第１幅
よりも小さくかつ前記第２幅よりも大きく設定されていることを特徴とする請求項１に記
載の電子鍵盤楽器のハンマー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子ピアノなどの電子鍵盤楽器に適用され、押鍵された鍵に連動して回動す
るハンマーを備えた電子鍵盤楽器のハンマー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のハンマー装置として、例えば本出願人がすでに出願した特許文献１に開
示されたものが知られている。このハンマー装置は、電子ピアノの鍵盤装置に適用された
ものであり、金属の押出加工によって成形されたアクションシャーシと、このアクション
シャーシに回動自在に支持され、互いに左右方向に並んだ状態で配置された複数のハンマ
ーとを備えている。アクションシャーシは、左右方向に延びる支点軸部を有するハンマー
支持部と、このハンマー支持部の上側に設けられ、斜め上前方に延びるスイッチ取付部と
を備えている。スイッチ取付部には、鍵の押鍵情報を検出する鍵スイッチが取り付けられ
ている。この鍵スイッチは、プリント基板から成るスイッチ基板と、このスイッチ基板の
下面にハンマーごとに設けられ、ゴムスイッチから成る複数のスイッチ本体とで構成され
ている。
【０００３】
　一方、ハンマーは、鍵ごとに設けられており、前後方向に延びるアーム状のハンマー本
体と、このハンマー本体の前端部に取り付けられた錘とを有している。ハンマー本体の後
端部には、側面形状がＣ字状に形成された軸穴が形成されており、ハンマーは、この軸穴
がアクションシャーシの支点軸部に着脱自在に係合し、アクションシャーシに上下方向に
回動自在に支持されている。また、ハンマー本体には、軸穴の直ぐ前側の上部に、押鍵時
に鍵スイッチのスイッチ本体を下方から押圧するアクチュエータ部が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２６２１２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように構成されたハンマー装置では通常、各ハンマーの円滑な回動を確保するため
に、アクションシャーシの支点軸部の全体に、潤滑剤としてグリースなどが塗布されてい
る。また、メンテナンス時などにハンマーをアクションシャーシから取り外したときには
、その後、ハンマーをアクションシャーシに取り付ける必要がある。このハンマーの取り
付け時に、ハンマーの軸穴を支点軸部に係合させる際に、ハンマーのアクチュエータ部が
支点軸部に接触することがあり、この場合には、支点軸部に塗布されているグリースが、
アクチュエータ部に付着するおそれがある。この場合、ハンマーのアクチュエータ部にグ
リースが付着した状態のまま、ハンマーがアクションシャーシに取り付けられると、次の
ような問題が生じる。
【０００６】
　すなわち、電子ピアノの演奏時には、押鍵された鍵に対応するハンマーが上方に回動し



(3) JP 5735893 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

、アクチュエータ部がスイッチ本体を押圧した後、離鍵に伴ってハンマーが下方に回動し
、元の離鍵状態に復帰する。しかし、ハンマーのアクチュエータ部が、押圧したスイッチ
本体から離れる際に、アクチュエータ部に付着しているグリースの粘着力により、ゴム製
のスイッチ本体がアクチュエータ部側に若干引っ張られ、両者が離れる瞬間に、雑音が発
生することがある。このような雑音は、電子ピアノの演奏を阻害することになる。もちろ
ん、ハンマーのアクションシャーシへの取り付けの際に、アクチュエータ部が支点軸部に
接触しないよう、注意しながら取り付けることにより、アクチュエータ部へのグリースの
付着を回避することは可能である。しかしこの場合、多数のハンマーを取り付ける必要が
ある場合には、取り付け作業に手間がかかってしまう。したがって、上記のハンマー装置
には、改善の余地がある。
【０００７】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであり、ハンマーの取り付
け時に、アクチュエータ部にグリースなどが付着するのを防止でき、それにより、ハンマ
ーの取り付け作業を迅速に行うことができ、その作業性を向上させることができる電子鍵
盤楽器のハンマー装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、請求項１に係る発明は、ハンマーサポートと、このハン
マーサポートに左右方向に並んだ状態にかつ各々が回動自在に支持されるとともに、押鍵
された鍵に連動して回動する複数のハンマーと、を備えた電子鍵盤楽器のハンマー装置で
あって、ハンマーサポートは、互いに左右方向に所定の第１幅を隔てて配置され、複数の
ハンマーをそれぞれ仕切る複数の仕切壁と、隣り合う仕切壁の間に左右方向に延びるよう
にそれぞれ設けられ、複数のハンマーをそれぞれ回動自在に支持する複数の支点軸部と、
各支点軸部の左右の端部付近にそれぞれ設けられ、互いに左右方向に第１幅よりも小さい
所定の第２幅を隔てて配置された左右のストッパと、を有しており、各ハンマーは、前後
方向に延びるアーム状に形成されており、後端部に設けられるとともに第２幅よりも小さ
い左右方向の幅寸法を有し、支点軸部に回動自在にかつ着脱自在に係合する係合部と、こ
の係合部の前側に設けられ、対応する鍵の押鍵に伴いハンマーが回動することにより、鍵
の押鍵情報を検出するための鍵スイッチを押圧するアクチュエータ部と、左右の側面のア
クチュエータ部の付近にそれぞれ突設された左右の突出部と、を有し、左右の突出部は、
ハンマーのハンマーサポートへの取り付け時において、係合部が支点軸部に係合される際
に、左右のストッパにそれぞれ当接することにより、アクチュエータ部が支点軸部に接す
るのを阻止するように構成されていることを特徴とする。
【０００９】
　この構成によれば、ハンマーをハンマーサポートに取り付ける場合、ハンマーの後端部
の係合部を、ハンマーサポートの隣り合う仕切壁の間に設けられた支点軸部に係合させる
。この場合、ハンマーサポートの支点軸部の左右の端部付近にはそれぞれ、隣り合う仕切
壁間の第１幅よりも小さい第２幅を隔てた左右のストッパが設けられる一方、ハンマーの
係合部が第２幅よりも小さい幅寸法を有するので、ハンマーの係合部は、仕切壁間および
左右のストッパ間への進入が許容され、支点軸部に係合することが可能である。また、ハ
ンマーの左右の側面には、上記の鍵スイッチを押圧するためのアクチュエータ部の付近に
それぞれ、左右の突出部が設けられており、これらの突出部は、左右のストッパにそれぞ
れ当接することにより、アクチュエータ部が支点軸部に接するのを阻止する。このように
、ハンマーのハンマーサポートへの取り付け時において、ハンマーの係合部をハンマーサ
ポートの支点軸部に係合させる際に、アクチュエータ部が支点軸部に接するのを阻止する
ことができるので、支点軸部に潤滑剤としてグリースなどが塗布されている場合でも、ア
クチュエータ部にグリースが付着するのを防止することができる。これにより、アクチュ
エータ部にグリースが付着しないよう注意しながらハンマーを取り付ける場合に比べて、
ハンマーの取り付け作業を迅速に行うことができ、その作業性を向上させることができる
。
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【００１０】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の電子鍵盤楽器のハンマー装置において、各ハ
ンマーの左右の突出部における先端間の左右方向の幅寸法は、第１幅よりも小さくかつ第
２幅よりも大きく設定されていることを特徴とする。
【００１１】
　この構成によれば、ハンマーの左右の突出部における先端間の左右方向の幅寸法が、隣
り合う仕切壁間の第１幅よりも小さいので、両仕切壁間へのハンマーのアクチュエータ部
の進入が許容される。また、ハンマーの左右の突出部の上記幅寸法が、左右のストッパ間
の第２幅よりも大きいので、両ストッパ間へのハンマーのアクチュエータ部の進入が阻止
される。このように、ハンマーサポートの隣り合う仕切壁間および左右のストッパ間の幅
寸法、ならびにハンマーの左右の突出部の幅寸法が上記のように設定されることにより、
請求項１の前述した作用、効果を、容易に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態によるハンマー装置を適用した電子ピアノの鍵盤装置を、一
部を切り欠いた状態で示す側面図である。
【図２】ハンマーサポートを示す斜視図であり、（ａ）は、１オクターブ分のハンマーサ
ポートの全体を示し、（ｂ）は、一部を切り欠いた状態を示す。
【図３】ハンマーサポートを示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図である。
【図４】ハンマーを示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【図５】ハンマーサポートの仕切壁およびストッパ壁と、ハンマーの突起との左右方向の
幅寸法の関係を説明するための説明図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、ハンマーをハンマーサポートに取り付ける際に、ハンマ
ーの突起がハンマーサポートのストッパ壁に前方および下方からそれぞれ当接した状態を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。図１は、本
発明の一実施形態によるハンマー装置を適用した電子ピアノの鍵盤装置を、離鍵状態にお
いて示している。
【００１４】
　同図に示すように、鍵盤装置１は、電子ピアノの左右方向（図１の表裏方向）に並んだ
多数の鍵２（白鍵２ａおよび黒鍵２ｂを各１つのみ図示）と、これらの鍵２を支持する鍵
盤シャーシ３と、この鍵盤シャーシ３の後端部（図１の右端部）に連結されたハンマーサ
ポート４と、鍵２ごとに設けられ、押鍵された鍵２に連動して回動する多数のハンマー５
（１つのみ図示）と、ハンマー５ごとに設けられ、鍵２の押鍵時にレットオフ感を付与す
るための多数のレットオフ部品６（１つのみ図示）と、鍵２の押鍵情報を検出するための
鍵スイッチ７などで構成されている。
【００１５】
　鍵盤シャーシ３は、左右方向に延びる前レール９ａ、中レール９ｂおよび後レール９ｃ
から成る３本の支持レール９と、前後方向に延びる５本の補強用のリブ１０とを、井桁状
に組み立てたものであり、棚板（図示せず）上に固定されている。これらの支持レール９
およびリブ１０はいずれも、プレスによる打抜きおよび折曲げ加工によって所定の形状に
形成された鉄板で構成されている。支持レール９の板厚は、その軽量化のためにより薄く
（例えば１．０ｍｍ）、リブ１０の板厚は、補強のためにより厚く（例えば１．６ｍｍ）
設定されている。
【００１６】
　前レール９ａの下面および中レール９ｂの上面にはそれぞれ、筬前１１および筬中１２
が固定されている。筬前１１および筬中１２は、合成樹脂から成る肉厚の板状のものであ
り、前レール９ａおよび中レール９ｂの全体にわたって左右方向に延びている。筬中１２
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には、白鍵２ａおよび黒鍵２ｂに対応する前後の位置に、多数のバランスピン１３が、左
右方向に並んだ状態で立設されている。また、筬前１１には、白鍵２ａおよび黒鍵２ｂに
対応する前後の位置に、多数のフロントピン１４が、左右方向に並んだ状態で立設されて
いる。
【００１７】
　鍵２は、前後方向に延びるとともに矩形状の横断面を有する木製の鍵本体１５と、その
前部の上面および前面に接着された合成樹脂製の鍵カバー１６で構成されている。鍵本体
１５の中央よりも後ろ側には、バランスピン孔１７が形成されており、鍵２は、このバラ
ンスピン孔１７を介して、バランスピン１３に揺動自在に支持されている。また、鍵本体
１５の前端部には、フロントピン孔１８が形成されており、このフロントピン孔１８がフ
ロントピン１４に係合することによって、鍵２が回動する際の左右方向のぶれが防止され
る。
【００１８】
　ハンマーサポート４は、合成樹脂で構成され、例えば１オクターブ分の複数の成形品を
互いに連結したものであり、すべてのハンマー５にわたるように左右方向に延びており、
鍵盤シャーシ３の後レール９ｃにねじ止めされている。ハンマーサポート４は、この後レ
ール９ｃ付近から直立するハンマー支持部１９と、その上端部から前方に斜め上がりに延
びるスイッチ取付部２０などで構成されている。ハンマー支持部１９の上端部には、各ハ
ンマー５を支持するための水平なピン状の支点軸部２１が形成されている。
【００１９】
　ハンマー５は、前後方向に延びるアーム状のハンマー本体２２と、その左右の側面の前
端部に取り付けられた錘板２３（１つのみ図示）を有する。ハンマー本体２２は合成樹脂
で構成され、錘板２３は、比重が比較的大きな鉄などの金属材料で構成されている。ハン
マー本体２２の後端部には、円弧状の軸穴２４（係合部）が形成されており、ハンマー５
は、この軸穴２４が支点軸部２１に係合することによって、ハンマーサポート４に回動自
在に支持されている。
【００２０】
　また、ハンマー本体２２の下面には、軸穴２４のすぐ前側の位置に、キャプスタンスク
リュー２５が進退自在にねじ込まれている。ハンマー５は、このキャプスタンスクリュー
２５を介して、鍵２の後端部に載置されている。また、ハンマー本体２２の上面の軸穴２
４とキャプスタンスクリュー２５との間の部分は、押鍵時に鍵スイッチ７を作動させるた
めのアクチュエータ部２６になっている。さらに、ハンマー本体２２の上面の前後方向の
中央には、押鍵時にレットオフ部品６に係合する板状の係合突起２７が設けられている。
【００２１】
　レットオフ部品６は、所定の弾性材料（例えば、スチレン系の熱可塑性エラストマーな
ど）の成形品で構成されており、ハンマーサポート４のスイッチ取付部２０に取り付けら
れている。レットオフ部品６は、スイッチ取付部２０から後ろ下がりに斜めに延びており
、その先端部には、くびれ部を介して頭部２８が形成されている。この頭部２８は、離鍵
状態において、ハンマー５の係合突起２７に対向している。
【００２２】
　また、鍵スイッチ７は、プリント基板から成るスイッチ基板２９と、このスイッチ基板
２９の下面に、鍵２ごとに設けられたゴムスイッチから成るスイッチ本体３０で構成され
ている。スイッチ基板２９は、その後端部がスイッチ取付部２０に差し込まれるとともに
、前端部および中央部がスイッチ取付部２０にねじ止めされている。また、スイッチ本体
３０は、離鍵状態において、ハンマー５のアクチュエータ部２６に若干の間隔をもって対
向している。さらに、スイッチ取付部２０の下面の前端部には、ハンマー５の上方への回
動を規制する、発泡ウレタンなどで構成されたハンマーストッパ３１が設けられている。
【００２３】
　次に、上記構成の鍵盤装置１の動作について説明する。図１に示す離鍵状態から鍵２が
押鍵されると、鍵２は、バランスピン１３を中心として、同図の反時計方向に回動し、そ
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れに伴い、ハンマー５は、キャプスタンスクリュー２５を介して押し上げられ、支点軸部
２１を中心として、上方（同図の時計方向）に回動する。
【００２４】
　このハンマー５の回動の途中で、その係合突起２７が、レットオフ部品６の頭部２８に
係合し、頭部２８を介してレットオフ部品６を圧縮させながら押圧することにより、レッ
トオフ部品６からハンマー５に作用する反力が増大する。ハンマー５の回動が進むと、係
合突起２７が頭部２８から外れることで、レットオフ部品６からの反力が急激に消失する
。このようなレットオフ部品６の反力の増大と消失によって、アコースティックピアノに
近似したレットオフ感が得られる。
【００２５】
　その後、ハンマー５がハンマーストッパ３１に当接することによって、ハンマー５の上
方への回動が終了する。また、ハンマー５の上方への回動の間、そのアクチュエータ部２
６が鍵スイッチ７のスイッチ本体３０を押圧し、鍵スイッチ７をＯＮすることによって、
ハンマー５の回動量に応じた鍵２の押鍵情報が検出され、発音制御装置（図示せず）に出
力される。そして、この発音制御装置により、検出された押鍵情報に基づいて、電子ピア
ノの発音が制御される。
【００２６】
　その後、鍵２が離鍵されると、鍵２は押鍵時と反対方向に回動し、図１に示す離鍵状態
に復帰し、それに伴い、ハンマー５も、下方に回動し、離鍵状態に復帰する。
【００２７】
　次に、本発明に係るハンマー装置について、詳細に説明する。図２および図３は、１オ
クターブ分のハンマーサポート４を示している。前述したように、このハンマーサポート
４は、合成樹脂の成形品で構成されており、互いに左右方向に所定間隔を隔てた状態で、
隣り合うハンマー５を仕切る複数の仕切壁５１を有している。各仕切壁５１は、前記ハン
マー支持部１９に対応し、側面形状が縦長のほぼ長方形状に形成された方形壁５２と、前
記スイッチ取付部２０に対応し、方形壁５２の上部前端に連なりかつ側面形状がほぼ三角
形状に形成された三角壁５３とで構成されている。そして、このハンマーサポート４にお
いて、すべての方形壁５２は、その下部の前端部および下端部が左右方向に連なるととも
に、上部の後端部が、背壁部５４を介して、左右方向に連なっている。一方、すべての三
角壁５３は、その上部の前半部が、上壁部５５を介して、左右方向に連なっている。
【００２８】
　背壁部５４の前面上端部には、方形壁５２の上端付近に適宜、斜め上前方に突出する複
数の基板係止部５４ａが突設されている。これらの基板係止部５４ａと各方形壁５２との
間に、鍵スイッチ７のスイッチ基板２９の後端部が差し込まれた状態で係止される。
【００２９】
　上壁部５５には、その上面前端部に、ねじ孔５６ａを有しかつ上方に所定長さ突出する
複数（本実施形態では２つ）のねじ止め部５６が設けられる一方、上面後端部に、上方に
所定長さ突出する複数（本実施形態では３つ）の基板支持部５７が設けられている。各基
板支持部５７は、左右方向に若干間隔を隔てた一対の突起で構成され、両突起の間にねじ
孔５７ａが形成されている。また、上壁部５５には、隣り合う仕切壁５１、５１（三角壁
５３、５３）の間にそれぞれ、前記レットオフ部品６を取り付けるための複数の取付孔５
８が形成されている。なお、上壁部５５の各取付孔５８の後方に形成された開口５９は、
ハンマー５が上方に回動したときに、レットオフ部品６に係合するハンマー５の係合突起
２７が、上壁部５５に当たるのを回避するためのものである。
【００３０】
　また、隣り合う仕切壁５１、５１間にはそれぞれ、方形壁５２と三角壁５３が連なる部
分に、左右方向に延びる前記支点軸部２１が設けられている。加えて、各仕切壁５１には
、支点軸部２１の端部との間に、支点軸部２１の横断面よりも大きな所定形状を有しかつ
支点軸部２１側に若干突出するストッパ壁６０（ストッパ）が設けられている。そして、
前述したように、この支点軸部２１にハンマー５が回動自在に支持されている。なお、各
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支点軸部２１には、ハンマー５の円滑な回動を確保するために、潤滑剤としてグリースな
どが塗布されている。
【００３１】
　図４は、ハンマー５を示している。同図に示すように、ハンマー本体２２は、基本的に
左右対称に構成されるとともに、図４（ｂ）に示すような所定の側面形状を有している。
ハンマー本体２２の前端部は、板状の錘取付部４１になっており、この錘取付部４１の左
右の側面に、板状の錘板２３、２３がリベット４２によって取り付けられている。また、
ハンマー本体２２の錘取付部４１よりも後ろ側の部分には、ハンマー本体２２の長さ方向
に沿って、前凹部４３ａ、中凹部４３ｂおよび後凹部４３ｃから成る３つの凹部４３が並
設されている。これらの前凹部４３ａ、中凹部４３ｂおよび後凹部４３ｃは、ハンマー本
体２２の左右の両側面に形成されており、それぞれの周縁部を残して、側面のほぼ全体に
設けられている。
【００３２】
　ハンマー本体２２の後端部に設けられた軸穴２４は、側面形状が上方に開放するＣ字状
に形成されており、その開放部分には、外方に広がるように形成されたガイド部４４が設
けられている。また、ハンマー本体２２に設けられたアクチュエータ部２６は、軸穴２４
の直ぐ前側でかつ軸穴２４よりも上側に位置し、前後方向に延びる所定長さを有するよう
に形成されている。
【００３３】
　また、ハンマー本体２２の左右の側面には、アクチュエータ部２６の後端付近に、左右
の突起４５、４５（突出部）が設けられている。これらの突起４５、４５は、ハンマー５
のハンマーサポート４への取り付け時に、ハンマー５のアクチュエータ部２６が、ハンマ
ーサポート４の支点軸部２１に接するのを阻止するためのものである。
【００３４】
　図５は、ハンマーサポート４の仕切壁５１およびストッパ壁６０と、ハンマー５の突起
４５との左右方向の幅寸法の関係を示している。同図に示すように、ハンマー５の後端部
（軸穴２４）の左右方向の幅寸法Ｈは、隣り合う仕切壁５１、５１間の横幅Ｗ１（第１幅
）、および左右のストッパ壁６０、６０間の横幅Ｗ２（第２幅）に対し、それらよりも小
さく設定されている（Ｈ＜Ｗ２＜Ｗ１）。また、ハンマー５の左右の突起４５、４５間の
先端間の幅寸法Ｔは、仕切壁５１、５１間の横幅Ｗ１よりも小さく、ストッパ壁６０、６
０間の横幅Ｗ２よりも大きく設定されている（Ｗ２＜Ｔ＜Ｗ１）。
【００３５】
　次に、ハンマー５のハンマーサポート４への取り付け動作について説明する。鍵盤装置
１のメンテナンス時などにハンマーサポート４から取り外されたハンマー５を、ハンマー
サポート４に再度、取り付ける場合、まず、後端部の軸穴２４を、ハンマーサポート４に
前方から接近させ、隣り合う仕切壁５１、５１間に挿入する。次いで、ハンマー５の軸穴
２４の開放部分を、両仕切壁５１、５１間の支点軸部２１の下方に位置させる。そして、
軸穴２４を、開放部分のガイド部４４で支点軸部２１に案内しながら上方へ移動させ、支
点軸部２１に係合させる（図１参照）。
【００３６】
　この場合、例えば、ハンマー５のアクチュエータ部２６がハンマーサポート４の支点軸
部２１とほぼ同じ高さに位置した状態で、ハンマー５を、隣り合う仕切壁５１、５１間に
挿入した場合、図６（ａ）に示すように、ハンマー５の左右の突起４５、４５が、前方か
らストッパ壁６０、６０にそれぞれ当接する。これにより、アクチュエータ部２６を含め
、ハンマー５のそれ以上の後方への移動が阻止される。このため、アクチュエータ部２６
が支点軸部２１に接することはない。
【００３７】
　また、ハンマー５のアクチュエータ部２６がハンマーサポート４の支点軸部２１よりも
低く、軸穴２４が支点軸部２１よりも後ろ側に位置した状態で、軸穴２４を上方へ移動さ
せた場合、図６（ｂ）に示すように、ハンマー５の左右の突起４５、４５が、下方からス
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ンマー５の後端部のそれ以上の上方への移動が阻止される。このため、上記の場合と同様
、アクチュエータ部２６が支点軸部２１に接することはない。
【００３８】
　以上詳述したように、本実施形態によれば、ハンマー５のハンマーサポート４への取り
付け時に、ハンマー５の軸穴２４をハンマーサポート４の支点軸部２１に係合させる際に
、ハンマー５のアクチュエータ部２６がハンマーサポート４の支点軸部２１に接触するこ
とがなく、それにより、アクチュエータ部２６に支点軸部２１のグリースが付着するのを
防止することができる。これにより、アクチュエータ部２６にグリースが付着しないよう
注意しながらハンマー５を取り付ける場合に比べて、ハンマー５の取り付け作業を迅速に
行うことができ、その作業性を向上させることができる。
【００３９】
　なお、本発明は、説明した上記実施形態に限定されることなく、種々の態様で実施する
ことができる。実施形態では、本発明のストッパに相当するストッパ壁６０を、仕切壁５
１と支点軸部２１の間に壁状に形成したが、本発明のストッパはこれに限定されるもので
はなく、ハンマー５のアクチュエータ部２６がハンマーサポート４の支点軸部２１に接す
るのを阻止できるような構成であれば、種々のものを採用することが可能である。例えば
、本発明のストッパとして、上記のストッパ壁６０の外周縁に沿って延び、仕切壁５１に
突設されるようなものであってもよい。
【００４０】
　また、実施形態では、ハンマー５の左右の突起４５、４５を、断面円形の凸状に形成し
たが、例えば、アクチュエータ部２６に沿って前後方向に延びるように形成することも可
能である。また、実施形態で示したハンマーサポート４およびハンマー５の細部の構成な
どは、あくまで例示であり、本発明の趣旨の範囲内で適宜、変更することができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　鍵盤装置
　２　鍵
　４　ハンマーサポート
　５　ハンマー
　７　鍵スイッチ
２２　ハンマー本体
２４　軸穴（係合部）
２６　アクチュエータ部
４５　突起（突出部）
５１　仕切壁
６０　ストッパ壁（ストッパ）
Ｗ１　仕切壁間の横幅（第１幅）
Ｗ２　ストッパ壁間の横幅（第２幅）
　Ｈ　ハンマーの後端部の幅寸法
　Ｔ　突起の先端間の幅寸法



(9) JP 5735893 B2 2015.6.17

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(10) JP 5735893 B2 2015.6.17

【図６】



(11) JP 5735893 B2 2015.6.17

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０３－２６４９９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３４１３２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０５－０７３６８３（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１０Ｂ　　　３／１２　　　　
              Ｇ１０Ｈ　　　１／３４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

