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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
鍵の前後方向の両側部に切欠き部が設けられていることにより前記前後方向の幅が上下
方向の幅よりも短い伝達保持軸に、複数の伝達部材それぞれの一端側に、それぞれ長手方
向に開口するように設けられている各伝達嵌合部に含まれている各挿入口を、前記伝達保
持軸の上側から挿入することにより、前記伝達保持軸に前記複数の伝達部材を嵌合させる
工程と、
前記伝達保持軸を中心に、嵌合させた前記複数の伝達部材それぞれを回転させることに
より前記挿入口を前記伝達保持軸の後側に配置させる工程と、
を実行することにより、押鍵操作に応じて前記伝達部材が回転する際に、前記伝達嵌合
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部における前記挿入口以外の部位が前記伝達保持軸における前記切欠き部以外の非切欠き
部の上側を覆うことにより、前記挿入口は上下方向を向かない鍵盤楽器を製造する方法。
【請求項２】
鍵の前後方向の両側部に切欠き部が設けられていることにより前記前後方向の幅が上下
方向の幅よりも短いハンマー保持軸に、複数のハンマー部材それぞれの一端側に、それぞ
れ長手方向に開口するように設けられている各ハンマー嵌合部に含まれている各挿入口を
、前記ハンマー保持軸の上側から挿入することにより、前記ハンマー保持軸に前記複数の
ハンマー部材を嵌合させる工程と、
前記ハンマー保持軸を中心に、嵌合させた前記複数のハンマー部材それぞれを回転させ
ることにより前記挿入口を前記ハンマー保持軸の前側に配置させる工程と、
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を実行することにより、押鍵操作に応じて前記ハンマー部材が回転する際に、前記ハン
マー嵌合部における前記挿入口以外の部位が前記ハンマー保持軸における前記切欠き部以
外の非切欠き部の上側を覆うことにより、前記挿入口は上下方向を向かない鍵盤楽器を製
造する方法。
【請求項３】
鍵の前後方向の両側部に切欠き部が設けられていることにより前記前後方向の幅が上下
方向の幅よりも短い伝達保持軸に、複数の伝達部材それぞれの一端側に、それぞれ長手方
向に開口するように設けられている各伝達嵌合部に含まれている各挿入口を、前記伝達保
持軸の上側から挿入することにより、前記伝達保持軸に前記複数の伝達部材を嵌合させる
工程と、
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前記伝達保持軸を中心に、嵌合させた前記複数の伝達部材それぞれを回転させることに
より前記挿入口を前記伝達保持軸の後側に配置させる工程と、
鍵の前後方向の両側部に切欠き部が設けられていることにより前記前後方向の幅が上下
方向の幅よりも短いハンマー保持軸に、複数のハンマー部材それぞれの一端側に、それぞ
れ長手方向に開口するように設けられている各ハンマー嵌合部に含まれている各挿入口を
、前記ハンマー保持軸の上側から挿入することにより、前記ハンマー保持軸に前記複数の
ハンマー部材を嵌合させる工程と、
前記ハンマー保持軸を中心に、嵌合させた前記複数のハンマー部材それぞれを回転させ
ることにより前記挿入口を前記ハンマー保持軸の前側に配置させる工程と、
を実行することにより、押鍵操作に応じて前記伝達部材及び前記ハンマー部材が回転す
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る際に、前記伝達嵌合部における前記挿入口以外の部位が前記伝達保持軸における前記切
欠き部以外の非切欠き部の上側を覆い、前記ハンマー嵌合部における前記挿入口以外の部
位が前記ハンマー保持軸における前記切欠き部以外の非切欠き部の上側を覆うことにより
、前記伝達嵌合部における前記挿入口及び前記ハンマー嵌合部における前記挿入口はそれ
ぞれ上下方向を向かない鍵盤楽器を製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、ピアノなどの鍵盤楽器の製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
例えば、鍵盤楽器のアクション機構においては、特許文献１に記載されているように、
鍵の押鍵操作によって回転するウイペンと、このウイペンの回転動作に応じて駆動される
ジャックと、このジャックによって駆動されて弦を打撃するハンマー部材とを備え、これ
らが複数の鍵それぞれに対応して設けられた構成のものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２−２５８８３５号公報
【０００４】
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このような鍵盤楽器のアクション機構は、複数の鍵の配列方向にその全長に亘って梁渡
されたウイペンレールとハンマーレールとを備えている。ウイペンレールには、複数のウ
イペン保持部が複数の鍵それぞれに対応して取り付けられており、これらウイペン保持部
には、複数のウイペンがそれぞれピンによって回転可能に取り付けられている。
【０００５】
また、ハンマーレールには、複数のハンマー保持部が複数のウイペンそれぞれに対応し
て取り付けられており、これらハンマー保持部には、複数のハンマー部材の各シャンクが
それぞれピンによって回転可能に取り付けられている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
このような鍵盤楽器のアクション機構では、ウイペンをピンによってウイペン保持部に
個別に取り付けなければならないため、複数のウイペンをウイペンレールに取り付ける際
に、複数のウイペンの取付手順に応じて複数のウイペン保持部を順番にウイペンレールに
個別に取り付ける必要がある。このため、組立て作業が面倒で、生産性が悪く、低コスト
化を図ることができないという問題がある。
【０００７】
また、この鍵盤楽器のアクション機構では、ハンマー部材をピンによってハンマー保持
部に個別に取り付けなければならないため、複数のハンマー部材をハンマーレールに取り
付ける際に、複数のハンマー部材の取付手順に応じて複数のハンマー保持部を順番にハン
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マーレールに個別に取り付ける必要がある。このため、組立て作業が面倒で、生産性が悪
く、低コスト化を図ることができないという問題がある。
【０００８】
この発明が解決しようとする課題は、組立て作業性および生産性が良く、低コスト化を
図ることができる鍵盤楽器の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
この発明の一態様は、鍵の前後方向の両側部に切欠き部が設けられていることにより前
記前後方向の幅が上下方向の幅よりも短い伝達保持軸に、複数の伝達部材それぞれの一端
側に、それぞれ長手方向に開口するように設けられている各伝達嵌合部に含まれている各
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挿入口を、前記伝達保持軸の上側から挿入することにより、前記伝達保持軸に前記複数の
伝達部材を嵌合させる工程と、前記伝達保持軸を中心に、嵌合させた前記複数の伝達部材
それぞれを回転させることにより前記挿入口を前記伝達保持軸の後側に配置させる工程と
、を実行することにより、押鍵操作に応じて前記伝達部材が回転する際に、前記伝達嵌合
部における前記挿入口以外の部位が前記伝達保持軸における前記切欠き部以外の非切欠き
部の上側を覆うことにより、前記挿入口は上下方向を向かない鍵盤楽器を製造する方法で
ある。
【００１０】
また、この発明の一態様は、鍵の前後方向の両側部に切欠き部が設けられていることに
より前記前後方向の幅が上下方向の幅よりも短いハンマー保持軸に、複数のハンマー保持
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部材それぞれの一端側に、それぞれ長手方向に開口するように設けられている各ハンマー
嵌合部に含まれている各挿入口を、前記ハンマー保持軸の上側から挿入することにより、
前記ハンマー保持軸に前記複数のハンマー保持部材を嵌合させる工程と、前記ハンマー保
持軸を中心に、嵌合させた前記複数のハンマー保持部材それぞれを回転させることにより
前記挿入口を前記ハンマー保持軸の前側に配置させる工程と、を実行することにより、押
鍵操作に応じて前記ハンマー保持部材が回転する際に、前記ハンマー嵌合部における前記
挿入口以外の部位が前記ハンマー保持軸における前記切欠き部以外の非切欠き部の上側を
覆うことにより、前記挿入口は上下方向を向かない鍵盤楽器を製造する方法である。
【発明の効果】
【００１１】
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この発明によれば、伝達部材の伝達嵌合部を伝達保持部の伝達保持軸にその軸方向と直
交する方向から挿脱可能に挿入するだけで、伝達部材を伝達保持部に簡単にかつ容易に取
り付けることができる。このため、予め、複数の伝達保持部を個別に製作して組み付ける
必要がなく、複数の伝達保持部を一度に設置して、伝達部材を伝達保持部に個別に取り付
けることができる。これにより、組立て作業が容易にできるので、生産性が良く、低コス
ト化を図ることができる。
【００１２】
また、この発明によれば、ハンマー部材のハンマー嵌合部をハンマー保持部のハンマー
保持軸にその軸方向と直交する方向から挿脱可能に挿入するだけで、ハンマー部材をハン
マー保持部に簡単にかつ容易に取り付けることができる。このため、予め、複数のハンマ
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ー保持部を個別に製作して組み付ける必要がなく、複数のハンマー保持部を一度に設置し
て、ハンマー部材をハンマー保持部に個別に取り付けることができる。これにより、組立
て作業が容易にできるので、生産性が良く、低コスト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この発明を電子鍵盤楽器に適用した一実施形態における鍵盤装置を示した平面図
である。
【図２】図１に示された鍵盤装置のＡ−Ａ矢視における拡大側面図である。
【図３】図２に示された鍵盤装置において、複数の支持部材に伝達支持レールおよびハン
マー支持レールを鍵の配列方向の全長に亘って配置した状態を示した拡大側面図である。
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【図４】図３に示された支持部材を示した拡大斜視図である。
【図５】図２に示された伝達保持部材および伝達部材の各一部を示し、（ａ）はその拡大
平面図、（ｂ）はそのＢ−Ｂ矢視における拡大断面図である。
【図６】図２に示された伝達保持部材および伝達部材を示し、（ａ）はその拡大側面図、
（ｂ）はその伝達部材の拡大底面図である。
【図７】図２に示された伝達保持部材に伝達部材を取り付ける工程を示し、（ａ）は伝達
保持部材を伝達部材の上方に起立させて対応させた状態を示した拡大側面図、（ｂ）は伝
達保持部材を伝達部材に取り付けて時計回りに回転させて鍵の上側に配置した状態を示し
た拡大側面図である。
【図８】図２に示されたハンマー保持部材およびハンマー部材の各一部を示し、（ａ）は
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その拡大平面図、（ｂ）はそのＣ−Ｃ矢視における拡大断面図である。
【図９】図８（ａ）に示されたハンマー保持部材およびハンマー部材を示した拡大側面図
である。
【図１０】図２に示されたハンマー保持部材にハンマー部材を取り付ける工程を示し、（
ａ）はハンマー保持部材をハンマー部材の上方に起立させて対応させた状態を示した拡大
側面図、（ｂ）はハンマー保持部材をハンマー部材に取り付けて反時計回りに回転させて
伝達部材の上側に配置した状態を示した拡大側面図である。
【図１１】この発明のアクション機構における伝達部材の伝達嵌合部と伝達保持部材の伝
達保持軸との第１変形例を示し、（ａ）は伝達嵌合部を伝達保持軸に嵌合させる際の状態
を示した要部の拡大側面図、（ｂ）は伝達嵌合部を伝達保持軸に嵌合させて時計回りに回
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転させた状態を示した要部の拡大側面図である。
【図１２】この発明のアクション機構におけるハンマー部材のハンマー嵌合部とハンマー
保持部材のハンマー保持軸との第２変形例を示し、（ａ）はハンマー嵌合部をハンマー保
持軸に嵌合させる際の状態を示した要部の拡大側面図、（ｂ）はハンマー嵌合部をハンマ
ー保持軸に嵌合させて反時計回りに回転させた状態を示した要部の拡大側面図である。
【図１３】この発明の鍵盤装置において、伝達支持レールとハンマー支持レールとをそれ
ぞれ複数に分割した第３変形例を示した平面図である。
【図１４】この発明の鍵盤装置において、ハンマー保持部のガイド部の第４変形例を示し
た拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
以下、図１〜図１０を参照して、この発明を電子鍵盤楽器に適用した一実施形態につい
て説明する。
この電子鍵盤楽器は、図１および図２に示すように、鍵盤装置１を備えている。この鍵
盤装置１は、楽器ケース（図示せず）内に組み込まれるものである。この鍵盤装置１は、
並列に配列された複数の鍵２と、これら複数の鍵２の押鍵操作に応じて各鍵２それぞれに
アクション荷重を付与するアクション機構３と、を備えている。
【００１５】
複数の鍵２は、図１および図２に示すように、白鍵２ａおよび黒鍵２ｂを有し、これら
白鍵２ａおよび黒鍵２ｂが例えば８８個並列に配列されている。これら複数の鍵２は、そ
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の前後方向（図２では左右方向）におけるほぼ中間部がそれぞれバランスピン４ａ、４ｂ
によって上下方向に回転可能に支持され、この状態でベース板５上に並列に配列されてい
る。
【００１６】
この場合、ベース板５上には、図２に示すように、複数の鍵２の各前端部（図２では右
端部）の各下面がそれぞれ接離可能に当接するクッション材６ａ、６ｂが鍵２の配列方向
に沿って設けられている。また、このベース板５上には、複数の鍵２の各後端部（図２で
は左端部）の各下面がそれぞれ接離可能に当接するクッション材７が鍵２の配列方向に沿
って設けられている。さらに、このベース板５上には、複数の鍵２がその配列方向に横振
れするのを防ぐためのガイドピン８ａ、８ｂがそれぞれ起立して設けられている。
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【００１７】
アクション機構３は、図１および図２に示すように、複数の鍵２の押鍵操作に応じてそ
れぞれ上下方向に回転する複数の伝達部材１０と、これら複数の伝達部材１０の各回転動
作に応じてそれぞれ上下方向に回転して複数の鍵２それぞれにアクション荷重を付与する
複数のハンマー部材１１と、を備えている。
【００１８】
また、このアクション機構３は、図２に示すように、複数の伝達部材１０をそれぞれ回
転自在に保持する複数の伝達保持部１３が鍵２の配列方向に沿って一体に形成された伝達
保持部材１２と、複数のハンマー部材１１をそれぞれ回転自在に保持する複数のハンマー
保持部１５が鍵２の配列方向に沿って一体に形成されたハンマー保持部材１４と、を備え
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ている。
【００１９】
この場合、伝達保持部材１２は、図２および図３に示すように、鍵２の配列方向に沿っ
て配置された伝達支持レール１７上に取り付けられている。また、ハンマー保持部材１４
は、鍵２の配列方向に沿って配置されたハンマー支持レール１８上に取り付けられている
。これら伝達支持レール１７およびハンマー支持レール１８は、複数の支持部材２０に支
持されて、複数の鍵２の上方に配置されている。
【００２０】
複数の支持部材２０は、図１〜図４に示すように、鍵２の配列方向の全長における予め
定められた複数個所にそれぞれ位置した状態で、ベース板５上に起立して取り付けられて
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いる。この場合、複数の鍵２は全体で例えば８８個配列されている。これに応じて、複数
の支持部材２０は、複数の鍵２の配列方向における両端部と、例えば２０個の鍵２ごとに
位置する３箇所の各鍵２間と、の個所に配置されている。すなわち、この実施形態では、
支持部材２０が鍵２の配列方向の全長における５箇所に配置されている。
【００２１】
この支持部材２０は、ＡＢＳ樹脂などの硬質の合成樹脂からなり、図３および図４に示
すように、ベース板５上に取り付けられる取付部２０ａと、この取付部２０ａ上に一体に
形成されたブリッジ部２０ｂと、を有している。これにより、支持部材２０は、取付部２
０ａがベース板５上に取り付けられることにより、ブリッジ部２０ｂが鍵２の上方に突出
した状態で、複数の鍵２の後部間に配置されるように構成されている。
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【００２２】
この場合、ブリッジ部２０ｂの後端下部、つまり取付部２０ａの後側上部（図３では左
側上部）には、図３および図４に示すように、伝達支持レール１７を支持する後側レール
支持部２０ｃが設けられている。また、ブリッジ部２０ｂの前側上部（図３では右側上部
）には、ハンマー支持レール１８を支持する前側レール支持部２０ｄが設けられている。
さらに、ブリッジ部２０ｂの後側上部（図３では左側上部）には、ストッパレール支持部
２０ｅが設けられており、ブリッジ部２０ｂの上部には、基板レール支持部２０ｆが設け
られている。
【００２３】
伝達支持レール１７は、図２および図３に示すように、断面が矩形状の角筒状に形成さ
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れ、複数の鍵２の配列方向の全長に亘る長さに形成されている。この伝達支持レール１７
は、鍵２の配列方向における所定箇所が複数の支持部材２０の各後側レール支持部２０ｃ
上に取り付けられるように構成されている。
【００２４】
この伝達支持レール１７上には、図２および図３に示すように、複数の伝達保持部材１
２および複数のストッパ支持部２１が鍵２の配列方向に沿って取り付けられている。この
場合、複数のストッパ支持部２１は、金属板からなり、複数の支持部材１０に対応する伝
達支持レール１７上の５箇所に、図３に示すように、複数の伝達保持部材１２の上方に突
出した状態で取り付けられている。
【００２５】

10

伝達保持部材１２は、ＡＢＳ樹脂などの硬質の合成樹脂からなり、図５（ａ）および図
５（ｂ）に示すように、本体板１２ａ上に複数の伝達保持部１３が例えば１０個程度の各
鍵２に対した状態で鍵２の配列方向に沿って一体に形成されている。この伝達保持部１３
は、伝達部材１０が回転自在に取り付けられて伝達部材１０の横触れを防ぐ軸支持部２２
と、梱包輸送時に伝達部材１０の横触れを規制する規制部２３と、を有している。
【００２６】
この場合、軸支持部２２は、図３および図５に示すように、伝達保持部材１２の本体板
１２ａ上の後端部（図３では左端部）に各鍵２と対応して形成された一対のガイド壁２２
ａと、これら一対のガイド壁２２ａ間に形成された伝達保持軸２４と、を有している。一
対のガイド壁２２ａは、伝達部材１０の後述する伝達嵌合部２６を両側から摺動可能に挟
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んだ状態で、伝達部材１０の伝達嵌合部２６を回転可能にガイドするガイド部を構成して
いる。
【００２７】
規制部２３は、図３および図５に示すように、伝達保持部材１２の本体板１２ａの前部
（図３では右側部）上に各伝達部材１０と対応して形成された一対の規制壁である。この
規制部２３は、図５（ａ）に示すように、伝達部材１０の後側下部を挟んだ状態で、伝達
部材１０を回転可能にガイドするほか、梱包輸送時に伝達部材１０の横振れを規制するよ
うに構成されている。
【００２８】
伝達部材１０は、ＡＢＳ樹脂などの硬質の合成樹脂からなり、図２および図６に示すよ
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うに、鍵２の押鍵操作に応じて上下方向に回転してハンマー部材１１を上下方向に回転さ
せる伝達本体部２５と、この伝達本体部２５に一体に形成されて伝達保持部１３の伝達保
持軸２４に回転自在に取り付けられる伝達嵌合部２６と、を有している。
【００２９】
伝達本体部２５は、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、ワッフル形状に形成さ
れている。すなわち、この伝達本体部２５は、厚みの薄い縦板部２５ａと、この縦板部２
５ａの外周部および両側面に格子状に形成された複数のリブ部２５ｂと、を有し、これら
がワッフル形状に形成されている。
【００３０】
この伝達本体部２５は、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、縦板部２５ａの形
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状および複数のリブ部２５ｂの形成密度によって、伝達部材１０の重量を調整するように
構成されている。また、この伝達本体部２５は、縦板部２５ａの厚みを薄く形成しても、
複数のリブ部２５ｂによって強度が確保されると共に、成形時に縦板部２５ａにヒケの発
生を防ぐように構成されている。
【００３１】
伝達嵌合部２６は、図６および図７に示すように、全体が逆Ｃ字形状に形成され、伝達
本体部２５の後端部に連結首部２６ａを介して後方に突出して形成されている。すなわち
、この伝達嵌合部２６は、図５（ａ）に示すように、鍵２の配列方向の厚みが軸支持部２
２の一対のガイド壁２２ａ間とほぼ同じ長さに形成されて、一対のガイド壁２２ａ間に摺
動可能に挿入されるように構成されている。
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【００３２】
また、この伝達嵌合部２６は、図６および図７に示すように、その中心部に伝達保持部
１３の伝達保持軸２４が嵌合する嵌合孔２６ｂが形成され、この嵌合孔２６ｂの周囲にお
ける一部、つまり嵌合孔２６ｂの周囲における後部に伝達保持軸２４が挿脱可能に挿入す
る挿入口２６ｃが形成され、この挿入口２６ｃを通して伝達保持軸２４が嵌合孔２６ｂに
挿入することにより、伝達保持軸２４に回転可能に取り付けられるように構成されている
。
【００３３】
この場合、伝達保持部１３の伝達保持軸２４は、図５（ｂ）に示すように、その前後の
両側部に切欠き部２４ａがそれぞれほぼ垂直な状態で互いに平行に形成されている。これ
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により、伝達保持軸２４は、その前後方向（図５（ｂ）では左右方向）の長さＬ１が伝達
保持軸２４の外径Ｒ１よりも小さく（Ｌ１＜Ｒ１）形成されている。また、伝達嵌合部２
６は、図６（ａ）に示すように、その嵌合孔２６ｂの内径Ｒ２が伝達保持軸２４の外径Ｒ
１と同じ大きさ（Ｒ２≒Ｒ１）に形成されている。
【００３４】
また、この伝達嵌合部２６の挿入口２６ｃは、図６および図７に示すように、嵌合孔２
６ｂの中心から伝達嵌合部２６の外周に向けて放射状に形成されている。これにより、挿
入口２６ｃは、伝達嵌合部２６の外周側が広く、内周側である嵌合孔２６ｂの外周側が狭
くなるように形成されている。この挿入口２６ｃは、最も狭い箇所つまり嵌合孔２６ｂの
外周に位置する箇所の開口幅Ｗ１が伝達保持軸２４の前後方向の長さＬ１と同じ長さであ
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っても良いが、それよりも少し狭く（Ｗ１≦Ｌ１）形成されていることが望ましい。
【００３５】
これにより、伝達嵌合部２６は、図７（ａ）に示すように、挿入口２６ｃを通して伝達
保持軸２４が嵌合孔２６ｂに挿入する際に、伝達部材１０を伝達保持軸２４の上方に起立
させて挿入口２６ｃを伝達保持軸２４の切欠き部２４ａに対応させ、この状態で圧入によ
り挿入口２６ｃが伝達保持軸２４の切欠き部２４ａで少し押し広げられることにより、伝
達保持軸２４が嵌合孔２６ｂに挿入して嵌合するように構成されている。
【００３６】
また、この伝達嵌合部２６は、図５（ａ）および図６（ｂ）に示すように、その厚み方
向における中間部にスリット溝２６ｄが、伝達保持軸２４の軸方向と直交する方向、つま

30

り伝達部材１０の長手方向に沿って形成された構成になっている。このため、伝達嵌合部
２６は、その厚み方向である伝達保持軸２４の軸方向に弾性変形するように構成されてい
る。これにより、伝達嵌合部２６は、一対のガイド壁２２ａ間に挿入された際に、スリッ
ト溝２６ｄによって一対のガイド壁２２ａの各対向面に摺動可能に弾接するように構成さ
れている。
【００３７】
ところで、伝達部材１０の伝達本体部２５における後側下部には、図６（ａ）および図
６（ｂ）に示すように、伝達保持部材１２の規制部２３に規制される肉厚の薄い係合部２
７が設けられている。この係合部２７は、伝達本体部２５の後側下部の両側面を切り欠く
ことにより、その厚みが規制部２３の一対の規制壁間とほぼ同じ長さに形成されている。
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これにより、係合部２７は、規制部２３の一対の規制壁間に挿入されることにより、伝達
部材１０を回転可能にガイドするほか、梱包輸送時に伝達部材１０の横振れを規制するよ
うに構成されている。
【００３８】
また、この伝達部材１０の伝達本体部２５は、図２および図７（ｂ）に示すように、そ
の下部が鍵２の上面に向けて突出して形成されている。この伝達本体部２５の下端部には
、第１伝達フェルト２８が設けられている。この第１伝達フェルト２８は、鍵２の後側上
部に設けられたキャプスタン２９が下側から当接するように構成されている。これにより
、伝達部材１０は、鍵２が押鍵された際に、第１伝達フェルト２８に下側から当接する鍵
２のキャプスタン２９によって押し上げられて、伝達保持軸２４を中心に反時計回りに回
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転するように構成されている。
【００３９】
さらに、伝達部材１０の伝達本体部２５は、図２および図７（ｂ）に示すように、その
前端上部が後端上部よりも高く形成され、これにより上辺部が後部下がりに傾斜するよう
に形成されている。この伝達本体部２５の前端上部には、第２伝達フェルト３０が設けら
れている。
【００４０】
この第２伝達フェルト３０は、図２および図７（ｂ）に示すように、ハンマー部材１１
の後述するハンマー突起部３１が上方から当接するように構成されている。これにより、
伝達部材１０は、鍵２が押鍵されて伝達保持軸２４を中心に反時計回りに回転した際に、

10

ハンマー部材１１のハンマー突起部３１を押し上げてハンマー部材１１を時計回りに回転
させるように構成されている。
【００４１】
一方、ハンマー支持レール１８は、図１〜図３に示すように、伝達支持レール１７と同
様、断面が矩形状の角筒状に形成され、複数の鍵２の配列方向の全長に亘る長さに形成さ
れている。このハンマー支持レール１８は、鍵２の配列方向における所定箇所が複数の支
持部材２０の各前側レール支持部２０ｄ上に取り付けられるように構成されている。この
ハンマー支持レール１８上には、複数のハンマー保持部材１４が鍵２の配列方向に沿って
取り付けられている。
【００４２】
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ハンマー保持部材１４は、ＡＢＳ樹脂などの硬質の合成樹脂からなり、図８（ａ）およ
び図８（ｂ）に示すように、上方が開放されたレール状の本体板１４ａの後端部に複数の
ハンマー保持部１５が例えば１０個程度の各鍵２に対した状態で鍵２の配列方向に沿って
一体に形成されている。このハンマー保持部１５は、ハンマー部材１１が回転自在に取り
付けられて、ハンマー部材１１の横振れを防ぐ軸支持部３２を有している。
【００４３】
この場合、軸支持部３２は、図３および図８に示すように、ハンマー保持部材１４の本
体板１４ａ上の後端部（図３では左端部）に各伝達部材１０と対応して形成された一対の
ガイド壁３２ａと、これら一対のガイド壁３２ａ間に形成されたハンマー保持軸３４と、
を有している。一対のガイド壁３２ａは、ハンマー部材１１の後述するハンマー嵌合部３

30

７をその配列方向の両側から摺動可能に挟んだ状態で、ハンマー部材１１のハンマー嵌合
部３７を回転可能にガイドするガイド部を構成している。
【００４４】
この場合、ガイド部である一対のガイド壁３２ａには、図８（ａ）および図８（ｂ）に
示すように、ハンマー保持軸３４からハンマー部材１１の後端部側（図８（ａ）では左側
）に向けて離れた箇所、つまり軸支持部３２の一対のガイド壁３２ａの後端部に位置し、
ハンマー部材１１の後述するハンマーアーム３６をその配列方向の両側から挟む一対の挟
持突起３２ｂが設けられている。
【００４５】
また、ハンマー部材１１間に位置して互いに隣接する一対のガイド壁３２ａ間には、図
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８（ａ）に示すように、連結押え部３２ｃが設けられている。この連結押え部３２ｃは、
ハンマー部材１１間に位置して互いに隣接する一対の挟持突起３２ｂ同士を連結し、かつ
ハンマー部材１１の配列方向における一対の挟持突起３２ｂの弾性変形を抑制して、一対
の挟持突起３２ｂをハンマー部材１１のハンマーアーム３６の両側に押し付けるように構
成されている。
【００４６】
これにより、ハンマー部材１１は、図８（ａ）および図８（ｂ）に示すように、一対の
ガイド壁３２ａによってハンマー嵌合部３７がその配列方向の両側から摺動可能に挟まれ
ると共に、一対の挟持突起３２ｂによってハンマーアーム３６がその配列方向の両側から
摺動可能に挟まれ、この状態で連結押え部３２ｃによって一対の挟持突起３２ｂがハンマ
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ーアーム３６の両側に押し付けられることにより、ハンマー部材１１の横振れが阻止され
るように構成される。
【００４７】
ハンマー部材１１は、ＡＢＳ樹脂などの硬質の合成樹脂からなり、図８および図９に示
すように、ハンマー部３５とハンマーアーム３６とを有し、これらが一体に形成された構
成になっている。ハンマー部３５は、杓形状の縦板部３５ａを有し、その外周部およびそ
の両側面にリブ部３５ｂが形成された構成になっている。ハンマーアーム３６は、前後方
向の長さが伝達部材１０とほぼ同じ長さの横板部３６ａを有し、その外周部および両側面
にリブ部３６ｂが形成された構成になっている。
【００４８】

10

このハンマーアーム３６の前端部（図９では右端部）には、図８および図９に示すよう
に、ハンマー保持部材１４の軸支持部３２に回転自在に取り付けられるハンマー嵌合部３
７が形成されている。このハンマー嵌合部３７は、伝達嵌合部２６と同様、全体がＣ字形
状に形成され、ハンマーアーム３６の前端部に連結首部３７ａを介して前方に突出して形
成されている。すなわち、このハンマー嵌合部３７は、鍵２の配列方向の厚みが軸支持部
３２の一対のガイド壁３２ａ間とほぼ同じ長さに形成されて、一対のガイド壁３２ａ間に
摺動可能に挿入されるように構成されている。
【００４９】
また、このハンマー嵌合部３７は、図８〜図１０に示すように、その中心にハンマー保
持部１５のハンマー保持軸３４が嵌合する嵌合孔３７ｂが形成され、この嵌合孔３７ｂの
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周囲における一部、つまり嵌合孔３７ｂの周囲における前部にハンマー保持軸３４が挿脱
可能に挿入する挿入口３７ｃが形成され、この挿入口３７ｃを通してハンマー保持軸３４
が嵌合孔３７ｂに挿入することにより、ハンマー保持軸３４に回転可能に取り付けられる
ように構成されている。
【００５０】
この場合、ハンマー保持部１５のハンマー保持軸３４は、図８〜図１０に示すように、
その前後の両側部に切欠き部３４ａがそれぞれほぼ垂直な状態で互いに平行に形成されて
いる。これにより、ハンマー保持軸３４は、その前後方向（図８（ｂ）では左右方向）の
長さＬ２がハンマー保持軸３４の外径Ｒ３よりも小さく（Ｌ２＜Ｒ３）形成されている。
また、ハンマー嵌合部３７は、図１０（ａ）に示すように、その嵌合孔３７ｂの内径Ｒ４
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がハンマー保持軸３４の外径Ｒ３と同じ大きさ（Ｒ４≒Ｒ３）に形成されている。
【００５１】
また、このハンマー嵌合部３７の挿入口３７ｃは、図９および図１０に示すように、嵌
合孔３７ｂの中心からハンマー嵌合部３７の外周に向けて放射状に形成されている。これ
により、挿入口３７ｃは、伝達嵌合部２の挿入口２６ｃと同様、ハンマー嵌合部３７の外
周側が広く、内周側である嵌合孔３７ｂの外周側が狭くなるように形成されている。この
挿入口３７ｃは、最も狭い箇所、つまり嵌合孔３７ｂの外周に位置する箇所の開口幅Ｗ２
がハンマー保持軸３４の前後方向の長さＬ２と同じ長さであっても良いが、それよりも少
し狭く（Ｗ２≦Ｌ２）形成されていることが望ましい。
【００５２】
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これにより、ハンマー嵌合部３７は、図９および図１０に示すように、挿入口３７ｃを
通してハンマー保持軸３４が嵌合孔３７ｂに挿入する際に、ハンマー部材１１をハンマー
保持軸３４の上方に起立させて挿入口３７ｃをハンマー保持軸３４の切欠き部３４ａに対
応させ、この状態で圧入により挿入口３７ｃがハンマー保持軸３４の切欠き部３４ａで少
し押し広げられることにより、ハンマー保持軸３４が嵌合孔３７ｂに挿入して嵌合するよ
うに構成されている。
【００５３】
また、このハンマー嵌合部３７は、図８（ａ）に示すように、その厚み方向における中
間部にスリット溝３７ｄが、ハンマー保持軸３４の軸方向と直交する方向、つまりハンマ
ー部材１１の長手方向に沿って形成された構成になっている。これにより、ハンマー嵌合
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部３７は、その厚み方向であるハンマー保持軸３４の軸方向に弾性変形するように構成さ
れている。
【００５４】
これにより、ハンマー嵌合部３７は、図８（ａ）に示すように、一対のガイド壁３２ａ
間に挿入された際に、スリット溝３７ｄによって一対のガイド壁３２ａの各対向面に摺動
可能に弾接するように構成されている。この場合、ハンマー嵌合部３７の後端部に位置す
るハンマーアーム３６の前端部は、一対のガイド壁３２ａの各後端部に設けられた一対の
挟持突起３２ｂ間にハンマーアーム３６の配列方向の両側から摺動可能に挟まれ、この状
態で連結押え部３２ｃによって一対の挟持突起３２ｂがハンマーアーム３６の両側から押
し付けられるように構成されている。
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【００５５】
さらに、ハンマーアーム３６の前端下部には、図９および図１０に示すように、伝達部
材１０の伝達本体部２５の前端上部に設けられた第２伝達フェルト３０に上方から当接す
るハンマー突起部３１が設けられている。これにより、ハンマー部材１１は、伝達部材１
０が反時計回りに回転すると、その回転に応じてハンマー突起部３１が押し上げられるこ
とにより、ハンマー保持部１５のハンマー保持軸３４を中心に時計回りに回転するように
構成されている。
【００５６】
また、このハンマーアーム３６は、図２および図１０（ｂ）に示すように、その後端下
部が下限ストッパ３８に上方から当接することにより、初期位置である下限位置に規制さ
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れるように構成されている。すなわち、この下限ストッパ３８は、伝達支持レール１７上
に設けられた複数のストッパ支持部２１に支持された下限ストッパレール３９上に取り付
けられている。この場合、複数のストッパ支持部２１は、図１０（ａ）および図１０（ｂ
）に示すように、その各上部が後部下がりに傾斜して形成されている。
【００５７】
下限ストッパレール３９は、図１および図１０に示すように、下側に開放されたレール
状に形成され、鍵２の配列方向の全長に亘る長さに形成されている。この下限ストッパレ
ール３９は、複数のストッパ支持部２１の各上部に後部下りに傾斜した状態で取り付けら
れている。このため、下限ストッパ３８は、下限ストッパレール３９上に後部下がりに傾
斜した状態で設けられている。これにより、ハンマー部材１０は、ハンマーアーム３６の
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後端下部が下限ストッパ３８に上方から当接することにより、後部下がりに傾斜した状態
で、初期位置に位置規制されるように構成されている。
【００５８】
また、このハンマーアーム３６は、図２および図１０（ｂ）に示すように、その後端上
部が上限ストッパ４０に下方から当接することにより、上限位置が規制されるように構成
されている。すなわち、この上限ストッパ４０は、複数の支持部材２０の各ストッパレー
ル支持部２０ｅに取り付けられた上限ストッパレール４１の下面に取り付けられている。
【００５９】
この場合、上限ストッパレール４１は、図２および図１０（ｂ）に示すように、断面が
ほぼＬ字形状に形成された長板であり、鍵２の配列方向の全長に亘る長さに形成されてい
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る。この上限ストッパレール４１は、その水平部が複数の支持部材２０の各ストッパレー
ル支持部２０ｅから後方に突出した状態で、垂直部が各ストッパレール支持部２０ｅにビ
ス４１ａによって取り付けられている。
【００６０】
上限ストッパ４０は、図２および図１０（ｂ）に示すように、上限ストッパレール４１
の水平部の下面に設けられている。これにより、ハンマー部材１０は、ハンマーアーム３
６がハンマー保持部１５のハンマー保持軸３４を中心に時計回りに回転した際に、ハンマ
ーアーム３６の後端上部が上限ストッパ４０に下方から当接することにより、上限位置が
規制されるように構成されている。
【００６１】
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さらに、ハンマーアーム３６の前端上部には、図２および図１０（ｂ）に示すように、
スイッチ押圧部４２が形成されている。このハンマーアーム３６のスイッチ押圧部４２に
対応する上方には、スイッチ基板４３が一対の基板支持レール４４によって配置されてい
る。これら一対の基板支持レール４４は、それぞれ断面がＬ字形状に形成された長板であ
り、鍵２の配列方向の全長に亘る長さに形成されている。
【００６２】
これら一対の基板支持レール４４は、図２および図１０（ｂ）に示すように、その各水
平部が複数の支持部材２０の各基板レール支持部２０ｆ上に所定間隔離れた状態で取り付
けられている。スイッチ基板４３は、図１に示すように、複数に分割されている。すなわ
ち、この実施形態では、スイッチ基板４３が例えば４つに分割されて２０個程度の各鍵２
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に対応する長さで、一対の基板支持レール４４上に取り付けられている。
【００６３】
これらスイッチ基板４３の下面には、図１、図２および図１０（ｂ）に示すように、ゴ
ムスイッチ４５がそれぞれ設けられている。このゴムスイッチ４５は、鍵２の配列方向に
長いゴムシートに逆ドーム状の膨出部４５ａが複数のハンマーアーム３６にそれぞれ対応
して形成された構成になっている。この膨出部４５ａの内部には、スイッチ基板４３の下
面に設けられた複数の固定接点（図示せず）に接離可能に接触する複数の可動接点４５ｂ
がハンマーアーム３６の前後方向に沿って設けられている。
【００６４】
これにより、ゴムスイッチ４５は、図２に示すように、ハンマー部材１１がハンマー保
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持部１５のハンマー保持軸３４を中心に時計回りに回転して、ハンマーアーム３６のスイ
ッチ押圧部４２によって下側から押圧された際に、逆ドーム状の膨出部４５ａが弾性変形
して、複数の可動接点４５ｂが時間を持って順次、複数の固定接点に接触することにより
、鍵２の押鍵強さに応じたスイッチ信号を出力するように構成されている。
【００６５】
次に、このような電子鍵盤楽器の鍵盤装置１を組み立てる場合について説明する。
まず、ベース板５上に複数の鍵２および複数の支持部材２０を設置する。この場合には
、図１および図２に示すように、８８個の鍵２をベース板５上にバランスピン４ａ、４ｂ
によってそれぞれ上下方向に回転可能に取り付けた状態で並列に配列させる。また、支持
部材２０をベース板５上における鍵２の配列方向における両端部に位置する箇所と、２０
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個の鍵２ごとに位置する３箇所の各鍵２間の箇所とに取り付ける。
【００６６】
この状態で、図３に示すように、複数の支持部材２０の各後側レール支持部２０ｃ上に
伝達支持レール１７を取り付けて鍵２の配列方向の全長に亘って配置すると共に、この伝
達支持レール１７上に複数の伝達保持部材１２および複数のストッパ支持部２１を鍵２の
配列方向に沿って取り付ける。
【００６７】
この場合には、複数のストッパ支持部２１を、複数の支持部材１０に対応する伝達支持
レール１７上の５箇所に、複数の伝達保持部材１２の上方に突出させた状態で取り付ける
。同様に、複数の支持部材２０の各前側レール支持部２０ｄ上にハンマー支持レール１８
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を取り付けて鍵２の配列方向の全長に亘って配置すると共に、このハンマー支持レール１
８上に複数のハンマー保持部材１４を鍵２の配列方向に沿って取り付ける。
【００６８】
この状態で、複数の伝達部材１０を複数の伝達保持部材１２の各伝達保持部１３に順次
取り付ける。この場合には、図７（ａ）に示すように、伝達部材１０を伝達保持部１３の
上方に起立させて、伝達嵌合部２６の挿入口２６ｃを伝達保持部１３の伝達保持軸２４に
対応させ、この状態で圧入により挿入口２６ｃを通して伝達保持軸２４が嵌合孔２６ｂに
挿入する。
【００６９】
このときには、挿入口２６ｃは伝達嵌合部２６の外周側が広く、内周側が狭く形成され
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ているので、挿入口２６ｃを伝達保持軸２４に簡単にかつ容易に挿入させることができる
。また、伝達保持軸２４が挿入口２６ｃに挿入する際には、挿入口２６ｃが伝達保持軸２
４の切欠き部２４ａで少し押し広げられることにより、挿入口２６ｃを通して伝達保持軸
２４が嵌合孔２６ｂに挿入して回転可能に嵌合する。この状態で、伝達保持軸２４を中心
に伝達部材１０を時計回りに回転させる。
【００７０】
このときには、伝達嵌合部２６が軸支持部２２の一対のガイド壁２２ａ間に挿入された
際に、伝達嵌合部２６のスリット溝２６ｄによって、伝達嵌合部２６が一対のガイド壁２
２ａの各対向面に摺動可能に弾接して挟まれた状態で回転する。このため、伝達部材１０
が鍵２の配列方向に横触れすることがない。また、このときには、伝達部材１０の下部の
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第１伝達フェルト２８が鍵２のキャプスタン２９に上方から当接し、伝達部材１０が初期
位置に規制される。
【００７１】
この場合には、伝達部材１０の後側下部に設けられた係合部２７が伝達保持部１５の規
制部２３である一対の規制壁間に挿入されて、伝達部材１０を回転可能にガイドするほか
、梱包輸送時に伝達部材１０が鍵２の配列方向に横振れするのを規制する。また、この状
態では、伝達嵌合部２６の挿入口２６ｃが伝達保持軸２４の後部側の切欠き部２４ａに対
応することにより、伝達嵌合部２６が不用意に伝達保持軸２４から挿入口２６ｃを通して
抜け出すことがない。
【００７２】
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このように、複数の伝達部材１０をそれぞれ起立させて伝達保持部材１２の各伝達保持
部１３に対応させ、この状態で伝達部材１０の各伝達嵌合部２６を各伝達保持部１３の各
伝達保持軸２４に順次嵌合させることにより、複数の伝達部材１０が伝達保持部材１２の
各伝達保持部１３に順次取り付けられる。この取付作業は、複数の伝達保持部材の各伝達
保持部１３にも同様に行われる。これにより、すべての鍵２に対応してすべての伝達部材
１０が取り付けられる。
【００７３】
この後、複数のストッパ支持部２１の上部に下限ストッパレール３９を取り付け、この
下限ストッパレール３９上に下限ストッパ３８を取り付ける。そして、複数のハンマー部
材１１をそれぞれ複数のハンマー保持部材１４の各ハンマー保持部１５に順次取り付ける
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。この場合には、図１０（ａ）に示すように、ハンマー部材１１をハンマー保持部１５の
上方に起立させて、ハンマー嵌合部３７の挿入口３７ｃをハンマー保持部１５のハンマー
保持軸３４に対応させ、この状態で圧入により挿入口３７ｃを通してハンマー保持軸２３
が嵌合孔３７ｂに挿入する。
【００７４】
このときには、挿入口３７ｃはハンマー嵌合部３７の外周側が広く、内周側が狭く形成
されているので、挿入口３７ｃをハンマー保持軸３４に簡単にかつ容易に挿入させること
ができる。また、ハンマー保持軸３４が挿入口３７ｃに挿入する際には、挿入口３７ｃが
ハンマー保持軸３４の切欠き部３４ａで少し押し広げられることにより、挿入口３７ｃを
通してハンマー保持軸３４が嵌合孔３７ｂに挿入して回転可能に嵌合する。
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【００７５】
このときには、ハンマー嵌合部３７が軸支持部３２の一対のガイド壁３２ａ間に挿入さ
れた際に、ハンマー嵌合部３７のスリット溝３７ｄによって、ハンマー嵌合部３７が一対
のガイド壁３２ａの各対向面に摺動可能に弾接して挟まれた状態で回転する。また、この
ときには、ハンマー嵌合部３７の後端部に位置するハンマーアーム３６の前端部が、一対
のガイド壁３２ａの各後端部に設けられた一対の挟持突起３２ｂによってハンマーアーム
３６の配列方向の両側から摺動可能に挟まれる。
【００７６】
この場合、一対の挟持突起３２ｂは、連結押え部３２ｃによってハンマーアーム３６の
配列方向における弾性変形が抑制されている。このため、ハンマーアーム３６の前端部は
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、一対の挟持突起３２ｂが連結押え部３２ｃによってハンマーアーム３６の配列方向の両
側から押し付けられる。これにより、ハンマー部材１１は、一対のガイド壁３２ａと一対
の挟持突起３２ｂと連結押え部３２ｃとによって鍵２の配列方向に横触れすることがなく
、上下方向に円滑に回転する。
【００７７】
この状態で、ハンマー保持軸３４を中心にハンマー部材１１を反時計回りに回転させる
。すると、ハンマー部材１１のハンマー突起部３１が伝達部材１０の第２伝達フェルト３
０に上方から当接すると共に、ハンマーアーム３６の後側下部が下限ストッパ３８に上方
から当接する。これにより、ハンマー部材１１が後部下がりに傾斜した状態で初期位置に
規制される。
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【００７８】
このように、複数のハンマー部材１１をそれぞれ起立させてハンマー保持部材１４の各
ハンマー保持部１５に対応させ、この状態でハンマー部材１１の各ハンマー嵌合部３７を
各ハンマー保持部１５の各ハンマー保持軸３４に順次嵌合させることにより、複数のハン
マー部材１１がハンマー保持部材１４の各ハンマー保持部１５に順次取り付けられる。こ
の取付作業は、複数のハンマー保持部材１４の各ハンマー保持部１５にも同様に行われる
。これにより、すべての鍵２に対応してすべてのハンマー部材１１が取り付けられる。
【００７９】
この後、複数の支持部材２０の各ストッパレール支持部２０ｅに上限ストッパレール４
１を取り付け、この上限ストッパレール４１の下面に上限ストッパ４０を取り付ける。ま
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た、複数の支持部材２０の各基板レール支持部２０ｆ上に所定間隔離して一対の基板支持
レール４４を取り付け、これら一対の基板支持レール４４上に複数のスイッチ基板４３を
鍵２の配列方向に沿って取り付ける。
【００８０】
この場合には、予め、スイッチ基板４３の下面にゴムスイッチ４５を取り付ける。そし
て、このスイッチ基板４３を一対の基板支持レール４４上に取り付ける際には、ゴムスイ
ッチ４５の各膨出部４５ａを複数のハンマーアーム３６の各スイッチ押圧部４２にそれぞ
れ対応させる。
【００８１】
次に、このような電子鍵盤楽器の鍵盤装置１の作用について説明する。
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この鍵盤装置１では、鍵２を押鍵操作して演奏をする。このときには、鍵２が押鍵され
ると、鍵２がバランスピン４ａ、４ｂを中心に時計回りに回転し、鍵２のキャプスタン２
９が伝達部材１０を押し上げる。これにより、伝達部材１０が伝達保持部１３の伝達保持
軸２４を中心に反時計回りに回転する。
【００８２】
このときには、伝達部材１０の伝達嵌合部２６の嵌合孔２６ａに伝達保持部１３の伝達
保持軸２４が嵌合しているので、伝達部材１０が鍵２の前後方向に位置ずれすることなく
、伝達保持軸２４を中心に円滑に回転する。また、このときには、伝達部材１０の伝達嵌
合部２６が伝達保持部１３の一対のガイド壁２２ａ間に摺動回転可能に挟まれた状態でガ
イドされるので、伝達部材１０が横振れすることなく、円滑に上下方向に回転する。

40

【００８３】
このように、伝達部材１０が鍵２のキャプスタン２９によって押し上げられて反時計回
りに回転すると、この伝達部材１０の第２フェルト３０によってハンマー部材１１のハン
マー突起部３１が押上げられる。これにより、ハンマー部材１１がハンマー保持部１５の
ハンマー保持軸３４を中心に時計回りに回転して、鍵２にアクション荷重を付与する。
【００８４】
このときには、伝達部材１０と同様、ハンマー部材１１のハンマー嵌合部３７の嵌合孔
３７ａにハンマー保持部１５のハンマー保持軸３４が嵌合しているので、ハンマー部材１
１が鍵２の前後方向に位置ずれすることなく、ハンマー保持軸３４を中心に円滑に回転す
る。また、このときには、ハンマー部材１１のハンマー嵌合部３７がハンマー保持部１５
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の一対のガイド壁３２ａ間および一対の挟持突起３２ｂに摺動回転可能に挟まれた状態で
ガイドされるので、ハンマー部材１１が横振れすることなく、円滑に上下方向に回転する
。
【００８５】
このようにハンマー部材１１がハンマー保持軸３４を中心に時計回りに回転する際には
、ハンマー部材１１の慣性モーメントによって鍵２にアクション荷重が付与される。すな
わち、ハンマーアーム３６は、鍵２の前後方向の長さが伝達部材１０とほぼ同じ長さに形
成され、このハンマーハンマーアーム３６の後端部にハンマー部３５が形成され、この状
態でハンマーアーム３６の前端部の嵌合部３７がハンマー保持軸３４に回転可能に取り付
けられている。

10

【００８６】
このため、ハンマー部材１１がハンマー保持軸３４を中心に時計回りに回転する際には
、ハンマー部材１１に慣性モーメントが発生し、この慣性モーメントによって鍵２にアク
ション荷重が付与される。これにより、アコースティックピアノの鍵タッチ感に極めて近
似した鍵タッチ感が得られる。
【００８７】
このようにハンマー部材１１がハンマー保持軸３４を中心に時計回りに回転すると、ハ
ンマーアーム３６のスイッチ押圧部４２がスイッチ基板４３に設けられたゴムスイッチ４
５の逆ドーム状の膨出部４５ａを下側から押圧する。これにより、逆ドーム状の膨出部４
５ａが弾性変形して、膨出部４５ａ内の複数の可動接点４５ｂが時間を持って順次、複数
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の固定接点に接触することにより、鍵２の押鍵強さに応じたスイッチ信号を出力し、スピ
ーカ（図示せず）から楽音を発生する。
【００８８】
そして、ハンマー部材１１がハンマー保持軸３４を中心に更に時計回りに回転すると、
ハンマーアーム３６の後端上部が上限ストッパ４０に下側から当接して、ハンマー部材１
１の回転が規制される。この後、鍵２が離鍵動作を開始すると、伝達部材１０が時計回り
に回転して初期位置に戻ると共に、ハンマー部材１１が反時計回りに回転して初期位置に
戻る。
【００８９】
このように、この電子鍵盤楽器のアクション機構３によれば、並列に配列された複数の
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鍵２と、これら複数の鍵２それぞれに対応して設けられ、当該複数の鍵２それぞれの押鍵
操作に応じて変位する複数の伝達部材１０と、これら複数の伝達部材１０それぞれに設け
られ、押鍵操作に対応する伝達部材１０の変位に応じて回転動作することにより、押鍵操
作されている鍵２に対してアクション荷重を付与する複数のハンマー部材１１と、複数の
伝達部材１０それぞれに対応して設けられ、当該複数の伝達部材１０それぞれを回転自在
に保持する伝達保持軸２４を有する複数の伝達保持部２３と、を備え、各伝達部材１０は
、伝達保持軸２４に挿脱可能に挿入して回転自在に取り付けられる伝達嵌合部２６を有し
ていることにより、組立て作業が容易で、生産性が良く、低コスト化を図ることができる
。
【００９０】
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すなわち、この電子鍵盤楽器のアクション機構３では、伝達部材１０の伝達嵌合部２６
を伝達保持部１３の伝達保持軸２４にその軸方向と直交する方向から挿脱可能に挿入する
だけで、伝達部材１０を伝達保持部１３に簡単にかつ容易に取り付けることができる。こ
のため、予め、複数の伝達保持部１３を個別に製作して組み付ける必要がなく、複数の伝
達保持部１３を一度に設置して、伝達部材１０を伝達保持部１３に個別に取り付けること
ができる。これにより、組立て作業が容易にできるので、生産性が良く、低コスト化を図
ることができる。
【００９１】
この場合、伝達保持部１３の伝達保持軸２４は、その両側部に一対の切欠き部２４ａが
ほぼ垂直な状態で互いに平行に形成されており、伝達部材１０の伝達嵌合部２６は、その
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中心部に嵌合孔２６ｂが形成され、その周囲に挿入口２６ｃが形成されていることにより
、伝達保持軸２４の両側部に形成された一対の切欠き部２４ａに沿う垂直方向における上
方から伝達嵌合部２６の挿入口２６ｃを通して伝達保持軸２４を伝達嵌合部２６の嵌合孔
２６ｂに嵌合させれば良いので、伝達部材１０を伝達保持部１３に簡単にかつ容易に取り
付けることができる。
【００９２】
すなわち、伝達保持軸２４は、その前後方向の長さＬ１が伝達保持軸２４の外径Ｒ１よ
りも小さく形成されており、伝達嵌合部２６は、その嵌合孔２６ｂの内径Ｒ２が伝達保持
軸２４の外径Ｒ１と同じ大きさに形成され、その挿入口２６ｃの最も狭い箇所の開口幅Ｗ
１が伝達保持軸２４の前後方向の長さＬ１よりも少し狭く形成されているので、伝達嵌合
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部２６の挿入口２６ｃを通して伝達保持軸２４が嵌合孔２６ｂに挿入する際に、圧入する
ことにより伝達保持軸２４の切欠き部２４ａで挿入口２６ｃを少し押し広げて、伝達保持
軸２４を嵌合孔２６ｂに嵌合させることができる。
【００９３】
このため、複数の伝達部材１０を伝達保持部材１２に取り付ける前に、予め、複数の伝
達保持部１３が鍵２の配列方向に沿って形成された伝達保持部材１２を設置しても、複数
の伝達保持部１３に各伝達部材１０を簡単にかつ容易に順次取り付けることができるので
、組立て作業が容易にでき、生産性の向上を図ることができる。この場合、挿入口２６ｃ
は、伝達嵌合部２６の外周側が広く、内周側が狭く形成されているので、挿入口２６ｃを
伝達保持軸２４に簡単にかつ容易に挿入させることができ、これによっても組立て作業が
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容易にでき、生産性の向上を図ることができる。
【００９４】
また、伝達保持部１３には、伝達部材１０の横振れを防ぐ一対のガイド壁２２ａが設け
られていることにより、伝達保持部１３の伝達保持軸２４に伝達部材１０の伝達嵌合部２
６を回転可能に取り付けると、伝達嵌合部２６を一対のガイド壁２２ａで摺動可能に挟む
ことができる。この場合、伝達嵌合部２６には、スリット溝２６ｄが伝達部材１０の長手
方向に沿って形成されているので、伝達嵌合部２６が一対のガイド壁２２ａ間に挿入され
た際に、スリット溝２６ｄによって一対のガイド壁２２ａに摺動可能に弾接させることが
できる。
【００９５】
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このため、このアクション機構３では、押鍵操作に応じて伝達部材１０が回転する際に
、伝達保持部１３の一対のガイド壁２２ａによって伝達部材１０が鍵２の配列方向に横振
れするのを防ぐことができ、これにより伝達部材１０を円滑にかつ良好に回転させること
ができると共に、伝達部材１０の位置精度と動作精度とを高めることができる。
【００９６】
さらに、伝達保持部１３には、伝達部材１０の横方向の位置を規制する規制部２３が設
けられており、この規制部２３は、伝達保持部材１２の本体板１２ａ上に形成された一対
の規制壁であり、伝達部材１０の伝達本体部２５における後側下部の両側面が切り欠かれ
た係合部２７を挟んだ状態で伝達部材１０の横方向の位置を規制する構成であることによ
り、規制部２３の一対の規制壁間で伝達部材１０の係合部２７を規制することができるの
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で、伝達部材１０を回転カの射にガイドすることができるほか、梱包搬送時に伝達部材１
０を横振れさせずに、良好に位置規制できる。
【００９７】
また、この電子鍵盤楽器のアクション機構３では、複数の伝達保持部１３が鍵２の配列
方向に沿って一体に形成されていることにより、複数の伝達部材１０を伝達保持部材１２
に取り付ける前に、予め、複数の伝達部材１０をそれぞれ回転自在に保持する複数の伝達
保持部１３を個別に製作して組み付ける必要がなく、伝達保持部材１２を設置するだけで
、簡単に複数の伝達保持部１３を一度に設置することができる。このため、これによって
も組立て作業が容易にできるので、生産性が良く、低コスト化を図ることができる。
【００９８】
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また、この電子鍵盤楽器のアクション機構３によれば、並列に配列された複数の鍵２と
、これら複数の鍵２それぞれに対応して設けられ、当該複数の鍵２それぞれの押鍵操作に
応じて変位する複数の伝達部材１０と、これら複数の伝達部材１０それぞれに設けられ、
押鍵操作に対応する伝達部材１０の変位に応じて回転動作することにより、押鍵操作され
ている鍵２に対してアクション荷重を付与する複数のハンマー部材１１と、これら複数の
ハンマー部材１１それぞれに対応して設けられ、当該複数のハンマー部材１１それぞれを
回転自在に保持するハンマー保持軸３４を有する複数のハンマー保持部１５と、を備え、
各ハンマー部材１１は、ハンマー保持軸３４に挿脱可能に挿入して回転自在に取り付けら
れるハンマー嵌合部３７を有していることにより、組立て作業が容易で、生産性が良く、
低コスト化を図ることができる。

10

【００９９】
すなわち、この電子鍵盤楽器のアクション機構３では、ハンマー部材１１のハンマー嵌
合部３７をハンマー保持部１５のハンマー保持軸３４にその軸方向と直交する方向から挿
脱可能に挿入するだけで、ハンマー部材１１をハンマー保持部１５に簡単にかつ容易に取
り付けることができる。このため、予め、複数のハンマー保持部１５を個別に製作して組
み付ける必要がなく、複数のハンマー保持部１５を一度に設置して、ハンマー部材１１を
ハンマー保持部１５に個別に取り付けることができる。これにより、組立て作業が容易に
できるので、生産性が良く、低コスト化を図ることができる。
【０１００】
この場合、ハンマー保持部１５のハンマー保持軸３４は、その両側部に一対の切欠き部
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３４ａがほぼ垂直な状態で互いに平行に形成されており、ハンマー部材１１のハンマー嵌
合部３７は、その中心部に嵌合孔３７ｂが形成され、その周囲に挿入口３７ｃが形成され
ていることにより、ハンマー保持軸３４の両側部に形成された一対の切欠き部３４ａに沿
う垂直方向である上方からハンマー嵌合部３７の挿入口３７ｃを通してハンマー保持軸３
４をハンマー嵌合部３７の嵌合孔３７ｂに嵌合させれば良いので、ハンマー部材１１をハ
ンマー保持部１５の簡単にかつ容易に取り付けることができる。
【０１０１】
すなわち、ハンマー保持軸３４は、その前後方向の長さＬ２がハンマー保持軸３４の外
径Ｒ３よりも小さく形成されており、ハンマー嵌合部３７は、その嵌合孔３７ｂの内径Ｒ
４がハンマー保持軸３４の外径Ｒ３と同じ大きさに形成され、その挿入口３７ｃの最も狭

30

い箇所の開口幅Ｗ２がハンマー保持軸３４の前後方向の長さＬ２よりも少し狭く形成され
ているので、ハンマー嵌合部３７の挿入口３７ｃを通してハンマー保持軸３４が嵌合孔３
７ｂに挿入する際に、圧入することによりハンマー保持軸３４の切欠き部３４ａで挿入口
２６ｃを少し押し広げて、ハンマー保持軸３４を嵌合孔３７ｂに嵌合させることができる
。
【０１０２】
このため、複数のハンマー部材１１をハンマー保持部材１４に取り付ける前に、予め、
複数のハンマー保持部１５が鍵２の配列方向に沿って形成されたハンマー保持部材１４を
設置しても、複数のハンマー保持部１５に各ハンマー部材１１を簡単にかつ容易に順次取
り付けることができるので、組立て作業が容易にでき、生産性の向上を図ることができる
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。この場合、挿入口３７ｃはハンマー嵌合部３７の外周側が広く、内周側が狭く形成され
ているので、挿入口３７ｃをハンマー保持軸３４に簡単にかつ容易に挿入させることがで
き、これによっても組立て作業が容易にでき、生産性の向上を図ることができる。
【０１０３】
また、ハンマー保持部１５には、ハンマー部材１１の横振れを防ぐ一対のガイド壁３２
ａが設けられていることにより、ハンマー保持部１５のハンマー保持軸３４にハンマー部
材１１のハンマー嵌合部３７を回転可能に取り付けると、ハンマー嵌合部３７を一対のガ
イド壁３２ａで摺動可能に挟むことができる。この場合、ハンマー嵌合部３７には、スリ
ット溝３７ｄがハンマー部材１１の長手方向に沿って形成されているので、ハンマー嵌合
部３７が一対のガイド壁３２ａ間に挿入された際に、スリット溝３７ｄによって一対のガ
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イド壁３２ａに摺動可能に弾接させることができる。
【０１０４】
また、このハンマー保持部１５に設けられたガイド部である一対のガイド壁３２ａの内
面には、ハンマー保持軸３４からハンマー部材１１の後端部側に向けて離れた箇所、つま
り軸支持部３２の一対のガイド壁３２ａの後端部に位置し、かつハンマー部材１１をその
配列方向の両側から挟む一対の挟持突起３２ｂを備えているので、これら一対の挟持突起
３２ｂによってハンマー嵌合部３７の後端部に位置するハンマーアーム３６の前端部を摺
動可能な状態で挟むことができる。
【０１０５】
このため、ハンマー部材１１は、そのハンマー嵌合部３７が一対のガイド壁３２ａで摺
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動可能に挟まれると共に、ハンマー嵌合部３７の後端部に位置するハンマーアーム３６の
前端部が一対の挟持突起３２ｂによって摺動可能な状態で挟まれるので、これら一対のガ
イド壁３２ａおよび一対の挟持突起３２ｂによってハンマー部材１１の横振れを確実にか
つ良好に防ぐことができる。
【０１０６】
この場合、一対の挟持突起３２ｂは、ハンマー保持軸３４から離れた箇所に設けられて
いるので、ハンマー部材１１の横振れを効率良く防ぐことができる。さらに、この一対の
挟持突起３２ｂを弾性材料で構成し、ハンマー部材１１をその配列方向の両側から弾力的
に挟むように構成しても良い。
【０１０７】
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また、ハンマー部材１１間に位置して互いに隣接する一対のガイド壁３２ａ間には、ハ
ンマー部材１１間に位置して互いに隣接する一対の挟持突起３２ｂ同士を連結し、かつハ
ンマーアーム３６の配列方向における一対の挟持突起３２ｂの弾性変形を抑制して、一対
の挟持突起３２ｂをハンマー部材１１のハンマーアーム３６の両側に押し付ける連結押え
部３２ｃが設けられていることにより、この連結押え部３２ｃによって一対の挟持突起３
２ｂをハンマーアーム３６の前端部にその配列方向の両側から確実にかつ良好に押えるこ
とができる。
【０１０８】
これにより、このアクション機構３では、押鍵操作に応じてハンマー部材１１が回転す
る際に、ハンマー保持部１５の一対のガイド壁３２ａと一対の挟持突起３２ｂと連結押え
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部３２ｃとによってハンマー部材１１が鍵２の配列方向に横振れするのを確実にかつ良好
に防ぐことができるので、ハンマー部材１１を円滑にかつ良好に回転させることができる
と共に、ハンマー部材１１の位置精度と動作精度とを高めることができる。
【０１０９】
また、この電子鍵盤楽器のアクション機構３では、複数のハンマー保持部１５が鍵２の
配列方向に沿って一体に形成されていることにより、複数のハンマー部材１１をハンマー
保持部材１４に取り付ける前に、予め、複数のハンマー部材１１をそれぞれ回転自在に保
持する複数のハンマー保持部１５を個別に製作して組み付ける必要がなく、ハンマー保持
部材１４を設置するだけで、簡単に複数のハンマー保持部１５を一度に設置することがで
きる。このため、組立て作業が容易にできるので、生産性が良く、低コスト化を図ること
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ができる。
【０１１０】
また、この電子鍵盤楽器のアクション機構３では、鍵２の配列方向に沿って配置されて
伝達保持部材１２が取り付けられる伝達支持レール１７と、鍵２の配列方向に沿って配置
されてハンマー保持部材１４が取り付けられるハンマー支持レール１８と、を備えている
ことにより、複数の伝達保持部１３が鍵２の配列方向に沿って一体に形成された伝達保持
部材１２を伝達支持レール１７上に順次取り付けることができると共に、複数のハンマー
保持部１５が鍵２の配列方向に沿って一体に形成されたハンマー保持部材１４をハンマー
支持レール１８上に順次取り付けることができ、これによっても組立て作業の簡素化を図
ることができる。
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【０１１１】
さらに、この電子鍵盤楽器のアクション機構３では、鍵２の配列方向の全長における予
め定められた複数個所にそれぞれ配置され、伝達支持レール１７およびハンマー支持レー
ル１８を支持する複数の支持部材２０を備えていることにより、これら複数の支持部材２
０によって伝達支持レール１７およびハンマー支持レール１８を鍵２の配列方向の全長に
亘って安定した状態で確実にかつ良好に梁渡すことができるので、確実にかつ良好に複数
の伝達部材１０および複数のハンマー部材１１を取り付けることができる。
【０１１２】
なお、上述した実施形態では、伝達保持部材１２の複数の伝達保持部１３にそれぞれ設
けられた伝達保持軸２４の両側に切欠き部２４ａを互いに平行に形成し、伝達部材１０の
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伝達嵌合部２６の中心部に嵌合孔２６ｂを形成し、その周囲の一部に挿入口２６ｃを形成
し、圧入により伝達保持軸２４の切欠き部２４ａで挿入口２６ｃを少し押し広げて、伝達
保持軸２４を嵌合孔２６ｂに嵌合させるように構成した場合について述べたが、これに限
らず、例えば図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示す第１変形例のように構成しても良い
。
【０１１３】
すなわち、この第１変形例は、伝達保持部材１２の複数の伝達保持部１３にそれぞれ設
けられた伝達保持軸５０を断面円形状の丸棒状に形成し、伝達部材１０の伝達嵌合部５１
の中心部に嵌合孔５１ｂを形成し、その周囲の一部に挿入口５１ｃを形成し、この状態で
伝達嵌合部５１にその径方向に弾力をもたせて弾性変形するように形成した構成になって
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いる。
【０１１４】
この場合、伝達嵌合部５１は、嵌合孔５１ｂの周囲に沿って円弧状のスリット孔５１ｄ
が形成されていることにより、径方向に弾性変形するように構成されている。このため、
挿入口５１ｃは、その最も狭い箇所の幅Ｗ３が伝達保持軸５０の外径Ｒ５よりも小さく形
成されていても、伝達保持軸５０が通り抜ける際に、伝達嵌合部５１を嵌合孔５１ｂの径
方向に弾性変形させるように構成されている。
【０１１５】
このような第１変形例では、図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示すように、伝達嵌合
部５１の挿入口５１ｃを通して伝達保持軸５０を嵌合孔５１ｂに挿入する際に、伝達部材
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１０を伝達保持軸５０の軸方向と直交する任意の方向から伝達嵌合部５１の挿入口５１ｃ
に伝達保持軸５０を挿入させることができる。
【０１１６】
また、この第１変形例では、伝達嵌合部５１の挿入口５１ｃに伝達保持軸５０を挿入す
る際に、伝達保持軸５０によって伝達嵌合部５１の挿入口５１ｃが径方向に押し広けられ
て伝達嵌合部５１を良好に弾性変形させることができるので、伝達保持軸５０を嵌合孔５
１ｂに確実にかつ良好に挿入することができ、この状態で伝達嵌合部５１が弾性復帰して
弾力的に伝達保持軸５０に嵌合させることができるので、伝達保持軸５０を中心に伝達部
材１０を回転可能な状態で良好に取り付けることができる。
【０１１７】

40

また、上述した実施形態では、ハンマー保持部材１４の複数のハンマー保持部１５にそ
れぞれ設けられたハンマー保持軸３４の両側に切欠き部３４ａを互いに平行に形成し、ハ
ンマー部材１１のハンマー嵌合部３７の中心部に嵌合孔３７ｂを形成し、その周囲の一部
に挿入口３７ｃを形成し、圧入により伝達保持軸３４の切欠き部３４ａで挿入口３７ｃを
少し押し広げて、伝達保持軸３４を嵌合孔３７ｂに嵌合させるように構成した場合につい
て述べたが、これに限らず、例えば図１２（ａ）および図１２（ｂ）に示す第２変形例の
ように構成しても良い。
【０１１８】
すなわち、この第２変形例は、ハンマー保持部材１４の複数のハンマー保持部１５に設
けられた伝達保持軸５５を断面円形状の丸棒状に形成し、ハンマー部材１１のハンマー嵌
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合部５６の中心部に嵌合孔５６ｂを形成し、その周囲に挿入口５６ｃを形成し、この状態
でハンマー嵌合部５６にその径方向に弾力をもたせて弾性変形するように形成した構成に
なっている。
【０１１９】
この場合、ハンマー嵌合部５６は、嵌合孔５６ｂの周囲に沿って円弧状のスリット孔５
６ｄが形成されていることにより、径方向に弾性変形するように構成されている。このた
め、挿入口５６ｃは、その最も狭い箇所の幅Ｗ４がハンマー保持軸５５の外径Ｒ６よりも
小さく形成されていても、ハンマー保持軸５５が通り抜ける際に、ハンマー嵌合部５６を
嵌合孔５６ｂの径方向に弾性変形させるように構成されている。
【０１２０】

10

このような第２変形例では、図１２（ａ）および図１２（ｂ）に示すように、ハンマー
嵌合部５６の挿入口５６ｃを通してハンマー保持軸５５を嵌合孔５６ｂに挿入する際に、
ハンマー部材１１をハンマー保持軸５５の軸方向と直交する任意の方向からハンマー嵌合
部５６の挿入口５６ｃをハンマー保持軸５５に挿入させることができる。
【０１２１】
また、この第２変形例では、ハンマー嵌合部５６の挿入口５６ｃにハンマー保持軸５５
を挿入する際に、ハンマー保持軸５５によってハンマー嵌合部５６が径方向に押し広けら
れて良好に弾性変形させることができるので、ハンマー保持軸５５を嵌合孔５６ｂに確実
にかつ良好に挿入することができ、この状態でハンマー嵌合部５６が弾性復帰して弾力的
にハンマー保持軸５５に嵌合させることができるので、ハンマー保持軸５５を中心にハン
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マー部材１１を回転可能な状態で良好に取り付けることができる。
【０１２２】
さらに、上述した実施形態では、伝達支持レール１７とハンマー支持レール１８とが鍵
２の配列方向の全長に亘る長さに形成されている場合について述べたが、これに限らず、
例えば図１３に示す第３変形例のように、伝達支持レール６０とハンマー支持レール６１
とをそれぞれ複数に分割して鍵２の配列方向の全長に亘って配置するように構成して良い
。
【０１２３】
この場合、伝達支持レール６０とハンマー支持レール６１とを複数の支持部材２０の配
置間隔ごとに４つに分割しても良く、また鍵２の配列方向における全長の半分に分割して
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も良く、さらに３つに分割しても良い。また、同様に、下限ストッパレール３９と上限ス
トッパレール４１も、複数の支持部材２０の配置間隔ごとに４つに分割しても良く、また
鍵２の配列方向における全長の半分に分割しても良く、さらに３つに分割しても良い。
【０１２４】
なおまた、上述した実施形態では、伝達保持部材１２に複数の伝達保持部１３を１０個
程度の鍵２にそれぞれ対応させて一体に形成し、ハンマー保持部材１４に複数のハンマー
保持部１５を１０個程度の鍵２にそれぞれ対応させて一体に形成した場合について述べた
が、これに限らず、例えば複数の伝達保持部１３および複数のハンマー保持部１５をそれ
ぞれ２０個程度の鍵２にそれぞれ対応させて一体に形成しても良く、またこれらに限らず
、５個程度の各鍵２に対応するように一体に形成しても良く、その数は自由に選択して一
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体に形成しても良い。
【０１２５】
また、上述した実施形態では、ハンマー保持部１５に設けられたガイド部である一対の
ガイド壁３２ａの内面に、ハンマー部材１１をその配列方向の両側から挟む一対の挟持突
起３２ｂを備えている場合について述べたが、これに限らず、例えば図１４に示す第４変
形例のように構成しても良い。
【０１２６】
すなわち、この第４変形例のガイド部は、一対のガイド壁３２ａがハンマー保持軸１５
からハンマー部材１１の後端部側に向けて延出され、この延出された一対のガイド壁３２
ａにハンマー部材１１をその配列方向の両側から弾力的に挟む一対の弾性挟持部３２ｄを
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形成した構成になっている。
【０１２７】
この場合、一対の弾性挟持部３２ｄは、図１４に示すように、ハンマー保持軸１５から
ハンマー部材１１の後端部側に位置する一対のガイド壁３２ａの肉厚を薄くすることによ
り形成されている。すなわち、一対の弾性挟持部３２ｄは、一対のガイド壁３２ａの各外
面側を削り取ることにより、肉厚を薄く形成してハンマー部材１１の配列方向に弾力性を
有するように構成されている。
【０１２８】
これにより、ハンマー部材１１は、図１４に示すように、一対のガイド壁３２ａによっ
てハンマー嵌合部３７がその配列方向の両側から摺動可能に挟まれると共に、一対の弾性
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挟持部３２ｄによってハンマーアーム３６がその配列方向の両側から摺動可能に弾力的に
挟まれることにより、ハンマー部材１１の横振れを阻止するように構成される。
【０１２９】
また、上述した実施形態およびその第４変形例では、ハンマー部材１１を回転可能に保
持するハンマー保持部１５に、ガイド部である一対のガイド壁３２ａおよび一対の挟持突
起３２ｂまたは一対の弾性挟持部３２ｄを設けた場合について述べたが、これに限らず、
伝達部材１０を回転可能に保持する伝達保持部１３に、ハンマー保持部１５の一対の挟持
突起３２ｂおよび連結押え部３２ｂ、または一対の弾性挟持部３２ｄと同じ構造の一対の
挟持突起および連結押え部、または一対の弾性挟持部を設けても良い。
【０１３０】
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さらに、例えば、伝達部材（ウイペン）は、回転動作するものに限らず、押鍵にともな
って変位する（移動する）ことにより、押鍵の力を伝達する構造となっていても良い。
【０１３１】
以上、この発明の一実施形態について説明したが、この発明は、これに限られるもので
はなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
以下に、本願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【０１３２】
（付記）
請求項１に記載の発明は、並列に配列された複数の鍵と、前記複数の鍵それぞれに対応
して設けられ、当該複数の鍵それぞれの押鍵操作に応じて変位する複数の伝達部材と、前
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記複数の伝達部材それぞれに設けられ、押鍵操作に対応する前記伝達部材の変位に応じて
回転動作することにより、前記押鍵操作されている鍵に対してアクション荷重を付与する
複数のハンマー部材と、前記複数の伝達部材それぞれに対応して設けられ、当該複数の伝
達部材それぞれを回転自在に保持する伝達保持軸を有する複数の伝達保持部と、を備え、
前記各伝達部材は、前記伝達保持軸に挿脱可能に挿入して回転自在に取り付けられる伝達
嵌合部を有していることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【０１３３】
請求項２に記載の発明は、並列に配列された複数の鍵と、前記複数の鍵それぞれに対応
して設けられ、当該複数の鍵それぞれの押鍵操作に応じて変位する複数の伝達部材と、前
記複数の伝達部材それぞれに設けられ、押鍵操作に対応する前記伝達部材の変位に応じて
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回転動作することにより、前記押鍵操作されている鍵に対してアクション荷重を付与する
複数のハンマー部材と、前記複数のハンマー部材それぞれに対応して設けられ、当該複数
のハンマー部材それぞれを回転自在に保持するハンマー保持軸を有する複数のハンマー保
持部と、を備え、前記各ハンマー部材は、前記ハンマー保持軸に挿脱可能に挿入して回転
自在に取り付けられるハンマー嵌合部を有していることを特徴とする鍵盤楽器のアクショ
ン機構である。
【０１３４】
請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の鍵盤楽器のアクション機構において、前記
伝達部材の前記伝達嵌合部は、その中心部に前記伝達保持軸が嵌合する嵌合孔が形成され
、この嵌合孔の周囲における一部に前記伝達保持軸が挿脱可能に挿通する挿入口が形成さ
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れていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【０１３５】
請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の鍵盤楽器のアクション機構において、前記
伝達保持部には、前記伝達部材の横振れを防ぐガイド部がそれぞれ設けられていることを
特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【０１３６】
請求項５に記載の発明は、請求項１、請求項３、請求項４のいずれかに記載の鍵盤楽器
のアクション機構において、前記伝達嵌合部には、スリット溝が前記伝達部材の長手方向
に沿って設けられていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【０１３７】

10

請求項６に記載の発明は、請求項１、請求項３〜請求項５のいずれかに記載の鍵盤楽器
のアクション機構において、前記複数の伝達保持部は、前記鍵の配列方向に沿って一体に
形成されていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【０１３８】
請求項７に記載の発明は、請求項２に記載の鍵盤楽器のアクション機構において、前記
ハンマー部材の前記ハンマー嵌合部は、その中心部に前記ハンマー保持軸が嵌合する嵌合
孔が形成され、この嵌合孔の周囲における一部に前記ハンマー保持軸が挿脱可能に挿通す
る挿入口が形成されていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【０１３９】
請求項８に記載の発明は、請求項２に記載の鍵盤楽器のアクション機構において、前記
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ハンマー保持部は、前記複数のハンマー部材それぞれに対応して、前記各ハンマー部材を
両側から挟む一対のガイド壁を備えていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構で
ある。
【０１４０】
請求項９に記載の発明は、請求項２に記載の鍵盤楽器のアクション機構において、前記
ハンマー保持部は、前記複数のハンマー部材それぞれに対応して、前記各ハンマー部材を
両側から挟む一対の挟持突起を備えていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構で
ある。
【０１４１】
請求項１０に記載の発明は、請求項８に記載の鍵盤楽器のアクション機構において、前
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記ハンマー保持部は、互いに隣接する前記一対のガイド壁の間に連結押え部を備えている
ことを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【０１４２】
請求項１１に記載の発明は、請求項８に記載の鍵盤楽器のアクション機構において、前
記一対のガイド壁それぞれには、前記ハンマー部材を両側から弾力的に挟む一対の弾性挟
持部を備えていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【０１４３】
請求項１２に記載の発明は、請求項２、請求項７〜請求項１１のいずれかに記載の鍵盤
楽器のアクション機構において、前記ハンマー嵌合部には、スリット溝が前記ハンマー部
材の長手方向に沿って設けられていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である
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。
【０１４４】
請求項１３に記載の発明は、請求項２、請求項７〜請求項１２のいずれかに記載の鍵盤
楽器のアクション機構において、前記複数のハンマー保持部は、前記鍵の配列方向に沿っ
て一体に形成されていることを特徴とする鍵盤楽器のアクション機構である。
【符号の説明】
【０１４５】
１

鍵盤装置

２

鍵

３

アクション機構
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１０

伝達部材

１１

ハンマー部材

１２

伝達保持部材

１３

伝達保持部

１４

ハンマー保持部材

１５

ハンマー保持部

１７、６０

伝達支持レール

１８、６１

ハンマー支持レール

２０

支持部材

２２

軸支持部

２２ａ
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ガイド壁

２４、５０、５５
２４ａ

伝達保持軸

切欠き部

２６、５１、５６

伝達嵌合部

２６ｂ、５１ｂ、５６ｂ

嵌合孔

２６ｃ、５１ｃ、５６ｃ

挿入口

２６ｄ、５１ｄ、５６ｄ

スリット溝

３１

ハンマー突起部

３２

軸支持部

３２ａ

ガイド壁

３２ｂ

挟持突起

３２ｃ

連結押え部

３２ｄ

弾性挟持部

３４

20

ハンマー保持軸

３４ａ

切欠き部

３５

ハンマー部

３６

ハンマーアーム

３７

ハンマー嵌合部

３７ｂ

嵌合孔

３７ｃ

挿入口

３７ｄ

スリット溝

３８

下限ストッパ

４１

上限ストッパ

４３

スイッチ基板

４５

ゴムスイッチ

30

(23)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

JP 6673454 B2 2020.3.25

(24)
【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

JP 6673454 B2 2020.3.25

(25)
【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

JP 6673454 B2 2020.3.25

(26)
【図１３】

【図１４】

JP 6673454 B2 2020.3.25

(27)

JP 6673454 B2 2020.3.25

フロントページの続き
(56)参考文献 特開２０１５−１９４７３９（ＪＰ，Ａ）
特開２００１−２５５８７４（ＪＰ，Ａ）
実開平０２−０７５６９６（ＪＰ，Ｕ）
特開平０２−２５６０９４（ＪＰ，Ａ）
特開平０４−３０３８９１（ＪＰ，Ａ）
特開２０１３−０７３２０５（ＪＰ，Ａ）
特開２０１３−１２５２３５（ＪＰ，Ａ）
10
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ１０Ｂ

１／００−３／２２

Ｇ１０Ｃ

１／００−９／００

Ｇ１０Ｈ

１／００−７／１２

