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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演奏者に対向して左右方向に並ぶ鍵が前後方向に回動可能に支持され、押鍵時に上方に
回動する前記鍵の後端部が対応するハンマーを回動動作させ、回動動作するハンマーの先
端部が、両端部がチューニングピンとフレームピンに係止されることで所定の張力をもっ
て張設される弦を叩くことで音を発生する鍵盤楽器において、
　前記鍵には、第一鍵、第二鍵、第三鍵があり、
　前記第一鍵は白色に構成され、前記第二鍵は青色に構成され、前記第三鍵は黒色に構成
され、
　前記第一鍵、前記第二鍵および前記第三鍵を前方からその順に種別ごとに横方向に扇状
に並べ且つ前記第二鍵が前記第一鍵と前記第三鍵のほぼ中間の高さとなるよう配設した構
成の鍵部が上下方向に複数段に形成され、
　さらに、前記各鍵部は、
　互いの音高差が全音である二つの第一鍵間においては、双方の対向部分に切り欠きがそ
れぞれ形成されてそこに二つの第二鍵が配設され、これら隣接する二つの第二鍵間におい
ては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵が一つ配置され、
　互いの音高差が半音である二つの第一鍵間においては、双方の対向部分に切り欠きがそ
れぞれ形成されてそこに一つの第二鍵が配設され、
　前記鍵それぞれに対応して前記ハンマーおよび前記弦が配設され、
　前記各弦は、その音高が、隣接する第一鍵と第二鍵との間の音高差および隣接する第二
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鍵と第三鍵との間の音高差がそれぞれ四分音となるよう張設されること
　を特徴とする鍵盤楽器。
【請求項２】
　演奏者に対向して左右方向に並ぶ鍵が前後方向に回動可能に支持され、押鍵時に上方に
回動する前記鍵の後端部を検知することで音を発生する鍵盤楽器において、
　前記鍵には、第一鍵、第二鍵、第三鍵があり、
　前記第一鍵は白色に構成され、前記第二鍵は青色に構成され、前記第三鍵は黒色に構成
され、
　前記第一鍵、前記第二鍵および前記第三鍵を前方からその順に種別ごとに横方向に扇状
に並べ且つ前記第二鍵が前記第一鍵と前記第三鍵のほぼ中間の高さとなるよう配設した構
成の鍵部が上下方向に複数段に形成され、
　さらに、前記各鍵部は、
　互いの音高差が全音である二つの第一鍵間においては、双方の対向部分に切り欠きがそ
れぞれ形成されてそこに二つの第二鍵が配設され、これら隣接する二つの第二鍵間におい
ては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵が一つ配置され、
　互いの音高差が半音である二つの第一鍵間においては、双方の対向部分に切り欠きがそ
れぞれ形成されてそこに一つの第二鍵が配設され、
　隣接する第一鍵と第二鍵との間の音高差および隣接する第二鍵と第三鍵との間の音高差
がそれぞれ四分音となるよう設定されること
　を特徴とする鍵盤楽器。
【請求項３】
　演奏者に対向して左右方向に並ぶ音板を叩くことで音を発生し、前記音板の下方に懸吊
されるパイプが発生した音に共鳴して振動することにより音の音量を増大させる音板を有
する楽器において、
　前記音板は、それぞれ複数本からなる前列側の幹音音板と後列側の派生音音板とからな
り、前後に複数段に配設され、
　前記幹音音板は、第一音板を横方向に並べて配設した構成を有し、
　前記派生音音板は、第二音板、第三音板および第四音板を横方向に並べて配設した構成
を有し、
　互いの音高差が全音である二つの第一音板間には第二音板が配設され、互いの音高差が
半音である第一音板と第二音板との間には第三音板がそれぞれ配設され、互いの音高差が
半音である二つの第一音板間には第四音板が配設され、
　隣接する第二音板と第三音板との間の音高差、隣接する第一音板と第三音板との間の音
高差および隣接する第一音板と第四音板との間の音高差がそれぞれ四分音となること
　を特徴とする音板を有する楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、演奏者に対向して左右方向に並ぶ鍵や音板を叩くことで音を発生する楽器に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　アコースティックピアノなどの鍵盤楽器は、横方向に並べられ、その略中央部をバラン
スキーピンにより上下揺動自在に支持される鍵と、鍵それぞれに対応して配設され、鍵に
連動して回動動作するハンマーと、鍵それぞれに対応して配設され、両端部がフレームに
チューニングピンとフレームピンによって係止されることで所定の張力をもって略水平に
張設される弦と、を備え、何れかの鍵を演奏者が押すと、鍵に連動したハンマーが対応す
る弦を叩いて発音するようになっている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　このような鍵盤楽器において、楽器としての表現力を高めるためには、発音可能な音の
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刻み（音高差）を小さくするとともに発音可能な音の音域を広くすることが好ましい。そ
のためには、鍵および弦ごとに音高を予め設定しておく必要があるという鍵盤楽器の構造
上の特性から鍵および弦の数量を増やして対応すればよいが、一方で、鍵盤楽器の前に着
座して演奏する演奏者の手が十分に届く範囲にすべての鍵が配設される必要がある。また
、鍵の数量が多くなり過ぎると演奏時の運指に支障が生じやすくなる。また、鍵の数量を
増やすために各鍵の大きさを小さくしても演奏時の運指に支障が生じやすくなる。
【０００４】
　そこで、これらの相反する要求を高レベルで実現させるという観点から、現在の標準的
な鍵盤楽器においては、演奏者の指の長さや幅を考慮して鍵の大きさを規定するとともに
、５２個の白鍵と３６個の黒鍵とからなる８８個の鍵を横方向に並べた鍵盤を備え、７オ
クターブと短３度の音域の音を半音刻みで発生可能となっている。
【０００５】
　この場合、上述の白鍵および黒鍵は、種別ごとに横方向に並べて配設されている。具体
的には、白鍵が前列、黒鍵が後列となっており、互いの音高差が全音である二つの白鍵間
においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに黒鍵が配設される。
このように隣接する白鍵と黒鍵との間の音高差は半音となっている。なお、互いの音高差
が半音である二つの白鍵間においては、上述のような切り欠きは形成されず、その間には
黒鍵も配置されない。そして、白鍵と黒鍵との間には段差が形成され、各鍵の高さは黒鍵
の方が白鍵よりも高くなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０７－２１９５２２号公報（第５頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のような鍵盤楽器においては、楽器としての表現力をさらに高めるために、上述の
相反する要求をさらに高レベルで実現させることが望まれている。
　なお、このような問題は、鍵盤を備える楽器および音板を有する楽器においては同様に
生じ得る。例えば、パイプ・オルガン、チェンバロ、ピアノ、アコーディオンなどの鍵盤
楽器や、マリンバ、シロフォン、ビブラフォンなどの音板を有する楽器などである。また
、ピアノとしては、グランドピアノやアップライトピアノといったアコースティックピア
ノ、電子ピアノ（電子鍵盤楽器）などが挙げられる。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、演奏
の容易性を確保しつつ、楽器としての表現力をさらに高めた鍵盤楽器および音板を有する
楽器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に係る鍵盤楽器は、演奏者に対向して左右
方向に並ぶ鍵が前後方向に回動可能に支持され、押鍵時に上方に回動する前記鍵の後端部
が対応するハンマーを回動動作させ、回動動作するハンマーの先端部が、両端部がチュー
ニングピンとフレームピンに係止されることで所定の張力をもって張設される弦を叩くこ
とで音を発生する鍵盤楽器において、前記鍵には、第一鍵、第二鍵、第三鍵があり、前記
第一鍵は白色に構成され、前記第二鍵は青色に構成され、前記第三鍵は黒色に構成され、
前記第一鍵、前記第二鍵および前記第三鍵を前方からその順に種別ごとに横方向に扇状に
並べ且つ前記第二鍵が前記第一鍵と前記第三鍵のほぼ中間の高さとなるよう配設した構成
の鍵部が上下方向に複数段に形成され、さらに、前記各鍵部は、互いの音高差が全音であ
る二つの第一鍵間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに二
つの第二鍵が配設され、これら隣接する二つの第二鍵間においては、双方の対向部分に切
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り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵が一つ配置され、互いの音高差が半音である二
つの第一鍵間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに一つの
第二鍵が配設され、前記鍵それぞれに対応して前記ハンマーおよび前記弦が配設され、前
記各弦は、その音高が、隣接する第一鍵と第二鍵との間の音高差および隣接する第二鍵と
第三鍵との間の音高差がそれぞれ四分音となるよう張設されることを特徴とする。
【００１０】
　このように構成された本発明の鍵盤楽器によれば、各弦が、その音高が、隣接する第一
鍵と第二鍵との間の音高差および隣接する第二鍵と第三鍵との間の音高差がそれぞれ四分
音となるよう張設されるので、当該鍵盤楽器が発生可能な音が四分音刻みとなる。また、
鍵部が上下方向に複数段に配設されるので、当該鍵盤楽器が発生可能な音が四分音刻みと
なり且つ当該鍵盤楽器が発音可能な音の音域を広くするために鍵の数量が多くなっても、
鍵盤楽器の前に着座して演奏する演奏者の手が十分に届く範囲にすべての鍵が配設される
。また、鍵の数量を増やしても各鍵の大きさを小さくしなくてもよいので、演奏時の運指
に支障が生じにくい。
【００１１】
　したがって、演奏の容易性を確保しつつ、楽器としての表現力をさらに高めることがで
きる。
　また、上記課題を解決するためになされた請求項２に係る鍵盤楽器は、演奏者に対向し
て左右方向に並ぶ鍵が前後方向に回動可能に支持され、押鍵時に上方に回動する前記鍵の
後端部を検知することで音を発生する鍵盤楽器において、前記鍵には、第一鍵、第二鍵、
第三鍵があり、前記第一鍵は白色に構成され、前記第二鍵は青色に構成され、前記第三鍵
は黒色に構成され、前記第一鍵、前記第二鍵および前記第三鍵を前方からその順に種別ご
とに横方向に扇状に並べ且つ前記第二鍵が前記第一鍵と前記第三鍵のほぼ中間の高さとな
るよう配設した構成の鍵部が上下方向に複数段に形成され、さらに、前記各鍵部は、互い
の音高差が全音である二つの第一鍵間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ
形成されてそこに二つの第二鍵が配設され、これら隣接する二つの第二鍵間においては、
双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵が一つ配置され、互いの音
高差が半音である二つの第一鍵間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成
されてそこに一つの第二鍵が配設され、隣接する第一鍵と第二鍵との間の音高差および隣
接する第二鍵と第三鍵との間の音高差がそれぞれ四分音となるよう設定されることを特徴
とする。
【００１２】
　このように構成された本発明の鍵盤楽器によれば、隣接する第一鍵と第二鍵との間の音
高差および隣接する第二鍵と第三鍵との間の音高差がそれぞれ四分音となるよう設定され
るので、当該鍵盤楽器が発生可能な音が四分音刻みとなる。また、鍵部が上下方向に複数
段に配設されるので、当該鍵盤楽器が発生可能な音が四分音刻みとなり且つ当該鍵盤楽器
が発音可能な音の音域を広くするために鍵の数量が多くなっても、鍵盤楽器の前に着座し
て演奏する演奏者の手が十分に届く範囲にすべての鍵が配設される。また、鍵の数量を増
やしても各鍵の大きさを小さくしなくてもよいので、演奏時の運指に支障が生じにくい。
【００１３】
　したがって、演奏の容易性を確保しつつ、鍵盤楽器としての表現力をさらに高めること
ができる。
　また、上記課題を解決するためになされた請求項３に係る音板を有する楽器は、演奏者
に対向して左右方向に並ぶ音板を叩くことで音を発生し、前記音板の下方に懸吊されるパ
イプが発生した音に共鳴して振動することにより音の音量を増大させる音板を有する楽器
において、前記音板は、それぞれ複数本からなる前列側の幹音音板と後列側の派生音音板
とからなり、前後に複数段に配設され、前記幹音音板は、第一音板を横方向に並べて配設
した構成を有し、前記派生音音板は、第二音板、第三音板および第四音板を横方向に並べ
て配設した構成を有し、互いの音高差が全音である二つの第一音板間には第二音板が配設
され、互いの音高差が半音である第一音板と第二音板との間には第三音板がそれぞれ配設
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され、互いの音高差が半音である二つの第一音板間には第四音板が配設され、隣接する第
二音板と第三音板との間の音高差、隣接する第一音板と第三音板との間の音高差および隣
接する第一音板と第四音板との間の音高差がそれぞれ四分音となることを特徴とする。
【００１４】
　このように構成された本発明の音板を有する楽器によれば、隣接する音板同士の間の音
高差がそれぞれ四分音となるよう設定されるので、当該音板を有する楽器が発生可能な音
が四分音刻みとなる。また、音板が前後方向に複数段に配設されるので、当該音板を有す
る楽器が発生可能な音が四分音刻みとなり且つ当該音板を有する楽器が発音可能な音の音
域を広くするために音板の数量が多くなっても、音板を有する楽器の前に着座して演奏す
る演奏者の手が十分に届く範囲にすべての音板が配設される。また、音板の数量を増やし
ても各音板の大きさを小さくしなくてもよいので、演奏時の運指に支障が生じにくい。
【００１５】
　したがって、演奏の容易性を確保しつつ、楽器としての表現力をさらに高めることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】グランドピアノ１の外観図
【図２】グランドピアノ１の前部の側断面
【図３】鍵部３０、鍵１１５および鍵部２３０の詳細図
【図４】電子鍵盤楽器１０１の外観図
【図５】電子鍵盤楽器１０１の回路構成のブロック図
【図６】電子鍵盤楽器１０１の側断面
【図７】他の実施形態の鍵部の詳細図
【図８】アップライトピアノ２０１の外観図
【図９】アップライトピアノ２０１の前部の側断面
【図１０】マリンバ３０１の外観図
【図１１】マリンバ３０１の音板３０５の詳細図
【図１２】他の実施形態の音板の詳細図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態を図面とともに説明する。
［第一実施形態］
　図１はグランドピアノ１の外観図であり、図２はグランドピアノ１の前部の側断面であ
り、図３は鍵部３０および鍵１１５の詳細図である。なお、図１では、アクション装置３
，５の鍵部３０およびアクション装置３，５の上方を覆うための蓋の図示が省略されてい
る。
【００１８】
　［１．グランドピアノ１の構成の説明］
　本実施形態のグランドピアノ１は、図１に示すように、鍵を押鍵して弦を打弦する二つ
のアクション装置３，５を備えている。
【００１９】
　アクション装置３は、グランドピアノ１の前部に配設されている。また、アクション装
置５は、アクション装置３の上方の斜め後方に配設されている。
　以下に、アクション装置３の構成について説明する。
【００２０】
　図２に示すように、アクション装置３は、ピアノ本体１０の棚板１２上に設置され、鍵
部３０と伝達部４０とからなる。
　鍵部３０は、鍵３２と筬３４とからなり棚板１２上に設置される。鍵部３０は、鍵３２
を４オクターブ分の９５本備え、各鍵３２は筬３４上に並列に設置される。筬３４は、鍵
３２の配列方向（左右方向）に長尺な板材であり、その幅方向中程には鍵３２に配列方向
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に沿って長尺な中筬３６が設けられている。鍵３２は、この中筬３６を支点に揺動するよ
う筬３４上に載置される。
【００２１】
　また、鍵３２には、第一鍵３２ａ、第二鍵３２ｂ、第三鍵３２ｃがあり、鍵部３０は、
２８本の第一鍵３２ａ、４７本の第二鍵３２ｂおよび２０本の第三鍵３２ｃを前方からそ
の順に種別ごとに横方向に直線状に並べて配設した構成を有している。図３では、１オク
ターブ分の鍵３２を図示している。
【００２２】
　なお、第一鍵３２ａは白色に構成されており、第二鍵３２ｂは青色に構成されており、
第三鍵３２ｃは黒色に構成されている。
　また、第一鍵３２ａと第二鍵３２ｂとの間には段差が形成されるとともに、第二鍵３２
ｂと第三鍵３２ｃとの間にも段差が形成され、各鍵３２の高さは、第一鍵３２ａ、第二鍵
３２ｂ、第三鍵３２ｃの順に高くなっている。
【００２３】
　なお、第一鍵３２ａは従来のグランドピアノの白鍵に相当し、第三鍵３２ｃは従来のグ
ランドピアノの黒鍵に相当する。
　そして、鍵部３０は、図３に示すように、互いの音高差が全音である二つの第一鍵３２
ａ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに二つの第二鍵３
２ｂが配設され、これら隣接する二つの第二鍵３２ｂ間においては、双方の対向部分に切
り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵３２ｃが一つ配置され、互いの音高差が半音で
ある二つの第一鍵３２ａ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されて
そこに一つの第二鍵３２ｂが配設されている。
【００２４】
　図２に戻り、伝達部４０は、ハンマー４２と、アクション４４とからなる。なお、ハン
マー４２およびアクション４４は鍵３２に対応して配設される。そして、鍵３２の長手方
向略中央の上方に、鍵３２の配列方向に沿ってハンマーシャンクレール４６が設けられて
おり、ハンマー４２は、このハンマーシャンクレール４６に揺動自在に取り付けられてい
る。一方、アクション４４は、ハンマー４２と鍵３２との間の位置であって、鍵３２が押
鍵されたときに持ち上がってハンマー４２を突き上げ自在な位置に設置される。なお、こ
のアクション４４は、グランドピアノ１に備えられた一般的な構成のものなので、その詳
細な説明については省略する。
【００２５】
　また、鍵３２それぞれに対応して弦２が配設される。各音高の弦２は、両端部が鍵部３
０の上方に配設されたピアノ本体１０に対してチューニングピン（図示省略）とフレーム
ピン（図示省略）に係止されることで所定の張力をもって略水平に張設されている。そし
て、本実施形態のグランドピアノ１においては、各弦２は、その音高が、隣接する第一鍵
３２ａと第二鍵３２ｂとの間の音高差および隣接する第二鍵３２ｂと第三鍵３２ｃとの間
の音高差がそれぞれ四分音となるよう張設されている。
【００２６】
　そして、アクション装置３は、通常、伝達部４０の重みで鍵３２の後方側が下がってい
るので、鍵３２の前方側を押鍵すると、鍵３２が中筬３６を支点に揺動し、アクション４
４を介してハンマー４２を突き上げて弦２を打弦し、鍵３２の操作を中止すると、ハンマ
ー４２およびアクション４４の重みで元の位置に戻るようにされている。
【００２７】
　次にアクション装置５の構成について説明する。
　アクション装置５は、上述のように、アクション装置３の上方の斜め後方に配設されて
いる。より具体的には、アクション装置５は、アクション装置３の上方に配設されるピア
ノ本体１０の中棚板１３上に設置され、鍵部３０と伝達部４０とからなる。なお、アクシ
ョン装置５の鍵部３０および伝達部４０は、アクション装置３の鍵部３０および伝達部４
０と同様の構成であるので、ここではその詳細な説明は省略する。
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【００２８】
　また、アクション装置３の鍵部３０の最も高い音とアクション装置５の鍵部３０の最も
低い音とが連続するように設定されている。
　なお、グランドピアノ１のその他の構成については公知技術に従っているのでここでは
その詳細な説明は省略する。
【００２９】
　［２．第一実施形態の効果］
　このように本実施形態のグランドピアノ１によれば、アクション装置３の鍵部３０およ
びアクション装置５の鍵部３０それぞれが、鍵３２を４オクターブ分の９５本備え、鍵３
２には、第一鍵３２ａ、第二鍵３２ｂ、第三鍵３２ｃがあり、各鍵部３０は、２８本の第
一鍵３２ａ、４７本の第二鍵３２ｂおよび２０本の第三鍵３２ｃを前方からその順に種別
ごとに横方向に直線状に並べて配設した構成を有している。また、第一鍵３２ａと第二鍵
３２ｂとの間には段差が形成されるとともに、第二鍵３２ｂと第三鍵３２ｃとの間にも段
差が形成され、各鍵３２の高さは、第一鍵３２ａ、第二鍵３２ｂ、第三鍵３２ｃの順に高
くなっている。さらに、各弦２が、その音高が、隣接する第一鍵３２ａと第二鍵３２ｂと
の間の音高差および隣接する第二鍵３２ｂと第三鍵３２ｃとの間の音高差がそれぞれ四分
音となるよう張設され、グランドピアノ１が発生可能な音が四分音刻みとなる。また、ア
クション装置３，５が上下方向に複数段（本実施形態では二段）に配設されるので、グラ
ンドピアノ１が発生可能な音が四分音刻みとなり且つグランドピアノ１が発音可能な音の
音域を広くするために鍵３２の数量が多くなっても、グランドピアノ１の前に着座して演
奏する演奏者の手が十分に届く範囲にすべての鍵３２が配設される。また、鍵３２の数量
を増やしても各鍵３２の大きさを小さくしなくてもよいので、演奏時の運指に支障が生じ
にくい。
【００３０】
　したがって、演奏の容易性を確保しつつ、楽器としての表現力をさらに高めることがで
きる。
　［３．他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、以下のような様々な態様にて実施することが可能である。
【００３１】
　（１）上記実施形態では、鍵部３０が、２８本の第一鍵３２ａ、４７本の第二鍵３２ｂ
および２０本の第三鍵３２ｃを前方からその順に種別ごとに横方向に直線状に並べて配設
した構成を有しているが、これには限られず、図７に例示するように、２８本の第一鍵３
３ａ、４７本の第二鍵３３ｂおよび２０本の第三鍵３３ｃを前方からその順に種別ごとに
横方向に扇状に並べて配設した構成を有するようにしてもよい。このとき、第一鍵３３ａ
と第二鍵３３ｂとの間には段差が形成されるとともに、第二鍵３３ｂと第三鍵３３ｃとの
間にも段差が形成され、各鍵３３の高さは、第一鍵３３ａ、第二鍵３３ｂ、第三鍵３３ｃ
の順に高くなるように構成する。そして、互いの音高差が全音である二つの第一鍵３３ａ
間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに二つの第二鍵３３
ｂが配設され、これら隣接する二つの第二鍵３３ｂ間においては、双方の対向部分に切り
欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵３３ｃが一つ配置され、互いの音高差が半音であ
る二つの第一鍵３３ａ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそ
こに一つの第二鍵３３ｂが配設されるようにする。
［第二実施形態］
　図４は電子鍵盤楽器１０１の外観図であり、図５は電子鍵盤楽器１０１の回路構成のブ
ロック図であり、図６は電子鍵盤楽器１０１の側断面である。なお、図４では、鍵盤装置
１２０の鍵１１５の図示および二つの鍵盤装置１２０の上方を覆うための蓋の図示が一部
省略されている。
【００３２】
　［１．電子鍵盤楽器１０１の構成の説明］
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　本実施形態の電子鍵盤楽器１０１は、図５に示すように、複数の鍵１１５と、その押鍵
を検出する鍵スイッチ１６０とを含む鍵盤装置１２０、鍵スイッチ１６０で検出された押
鍵情報から楽音信号を生成する発音制御回路１７５、および発音制御回路１７５で生成さ
れた楽音信号を楽音に変える発音部１８５を備えている。
【００３３】
　また、図６に示すように、二つの鍵盤装置１２０のうちの一方（鍵盤装置１２０ａ）は
、電子鍵盤楽器１０１の前部に配設されている。また、二つの鍵盤装置１２０のうちの他
方（鍵盤装置１２０ｂ）は、二つの鍵盤装置１２０のうちの一方１２０ａの上方の斜め後
方に配設されている。なお、図６では、二つの鍵盤装置１２０の上方を覆うための蓋の図
示が省略されている。
【００３４】
　以下に、鍵盤装置１２０ａの構成について説明する。
　鍵盤装置１２０ａは、棚板１１０ａ上に設けられた鍵盤シャーシ１１１ａと、鍵盤シャ
ーシ１１１ａのバランスピン１１３に揺動可能に支持された複数の鍵１１５と、棚板１１
０ａ上に立設されたアクションシャーシ１１２と、このアクションシャーシ１１２に取り
付けられた複数のハンマー機構１５５および鍵スイッチ１６０と、を備えている。
【００３５】
　また、鍵１１５には、図３に示すように、第一鍵１１５ａ、第二鍵１１５ｂ、第三鍵１
１５ｃがあり、鍵盤装置１２０ａは、２８本の第一鍵１１５ａ、４７本の第二鍵１１５ｂ
および２０本の第三鍵１１５ｃを前方からその順に種別ごとに横方向に直線状に並べて配
設した構成を有している。なお、図３では、１オクターブ分の鍵１１５を図示している。
【００３６】
　なお、第一鍵１１５ａは白色に構成されており、第二鍵１１５ｂは青色に構成されてお
り、第三鍵１１５ｃは黒色に構成されている。
　また、第一鍵１１５ａと第二鍵１１５ｂとの間には段差が形成されるとともに、第二鍵
１１５ｂと第三鍵１１５ｃとの間にも段差が形成され、各鍵１１５の高さは、第一鍵１１
５ａ、第二鍵１１５ｂ、第三鍵１１５ｃの順に高くなっている。
【００３７】
　なお、第一鍵１１５ａは従来の電子ピアノの白鍵に相当し、第三鍵１１５ｃは従来の電
子ピアノの黒鍵に相当する。
　そして、鍵盤装置１２０ａにおいては、図３に示すように、互いの音高差が全音である
二つの第一鍵１１５ａ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそ
こに二つの第二鍵１１５ｂが配設され、これら隣接する二つの第二鍵１１５ｂ間において
は、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵１１５ｃが一つ配置さ
れ、互いの音高差が半音である二つの第一鍵１１５ａ間においては、双方の対向部分に切
り欠きがそれぞれ形成されてそこに一つの第二鍵１１５ｂが配設されている。
【００３８】
　図６に示すように、鍵盤シャーシ１１１ａは棚板１１０上に固定され、その前後方向の
中間部に複数のバランスピン１１３が左右方向に並んで立設されている。
　アクションシャーシ１１２は棚板１１０に立設されており、複数の鍵１１５の後端部１
４ａ側で全ての鍵１１５にわたるように左右方向に延び複数のハンマー機構１５５を支持
するハンマー支持部１１６と、複数の鍵１１５の後端部１１４ａ側で全ての鍵１１５にわ
たるように左右方向に延び複数の鍵スイッチ１６０が取り付けられるスイッチ取付部１１
７と、ハンマー支持部１１６の下方に設けられた鍵載置部１２２とを一体に備えている。
スイッチ取付部１１７の先端部の下面には、左右方向に延びた帯状のハンマストッパ１１
８が、すべてのハンマー機構１５５にわたって配置されている。鍵載置部１２２は鍵盤シ
ャーシ１１１の後端部に載置されている。
【００３９】
　ハンマー機構１５５は鍵１１５ごとに設けられ、アクションシャーシ１１２のハンマー
支持部１１６に回動自在に支持される。
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　次に、鍵盤装置１２０ｂの構成について説明する。
【００４０】
　鍵盤装置１２０ｂは、上述のように、鍵盤装置１２０ａの上方の斜め後方に配設されて
いる。より具体的には、鍵盤装置１２０ｂは、中棚板１１０ｂ上に設けられた鍵盤シャー
シ１１１ｂと、鍵盤シャーシ１１１ｂのバランスピン１１３に揺動可能に支持された複数
の鍵１１５と、中棚板１１０ｂ上に立設されたアクションシャーシ１１２と、このアクシ
ョンシャーシ１１２に取り付けられた複数のハンマー機構１５５および鍵スイッチ１６０
と、を備えている。
【００４１】
　なお、鍵盤装置１２０ｂが備える鍵１１５、アクションシャーシ１１２、ハンマー機構
１５５および鍵スイッチ１６０については、鍵盤装置１２０ａが備える鍵１１５、アクシ
ョンシャーシ１１２、ハンマー機構１５５および鍵スイッチ１６０と同様の構成であるの
で、ここではその詳細な説明は省略する。
【００４２】
　また、鍵盤装置１２０ａの鍵１１５のうちの最も高い音と鍵盤装置１２０ｂの鍵１１５
のうちの最も低い音とが連続するように設定されている。
　図５に示すように、上記発音制御回路１７５は鍵スキャン回路１７６、ＣＰＵ１７７、
ＲＯＭ１７８、ＲＡＭ１７９、波形メモリ１８１および音源ＬＳＩ１８２などを備えてい
る。このうち、鍵スキャン回路１７６は、鍵スイッチ１６０の第１接点および第２接点の
オンオフ信号に基づき鍵１１５の押鍵状態を検出する。ＣＰＵ１７７は電子鍵盤楽器１０
１全体の動作を制御するもので、特に鍵スイッチ１６０の検出信号に基づく鍵１１５の押
鍵の有無の判別、押鍵速度の演算、押鍵された鍵１１５に対応する楽音信号を生成するた
めの音源ＬＳＩ１８２の制御、などを行う。ＲＯＭ１７８はＣＰＵ１７７で実行される制
御プログラムなどを記憶し、ＲＡＭ１７９は発音制御回路１７５の制御に用いるデータを
一時的に記憶し、波形メモリ１８１は楽音信号を生成するための波形データを記憶してい
る。
【００４３】
　また、発音制御回路１７５では、隣接する第一鍵１１５ａと第二鍵１１５ｂとの間の音
高差および隣接する第二鍵１１５ｂと第三鍵１１５ｃとの間の音高差がそれぞれ四分音と
なるよう設定されている。
【００４４】
　発音部１８５は発音制御回路１７５で生成された楽音信号を増幅する増幅器１８６と、
増幅された楽音信号を楽音として出力するスピーカ１８７とを備える。
　以上のように構成された電子鍵盤楽器１０１においては、鍵１１５の前方側を押鍵する
と、鍵１１５がバランスピン１１３を支点に揺動し、鍵１１５の後端部１１４ａがハンマ
ー機構１５５を突き上げて鍵スイッチ１６０を押す。すると、発音制御回路１７５が、鍵
スイッチ１６０で検出された押鍵情報から楽音信号を生成し、発音部１８５が、発音制御
回路１７５で生成された楽音信号を楽音に変えて出力する。一方、鍵１１５の操作を中止
すると、鍵１１５の後方側が下がって元の位置に戻り、発音部１８５からの楽音の出力も
停止する。
【００４５】
　なお、電子鍵盤楽器１０１のその他の構成については公知技術に従っているのでここで
はその詳細な説明は省略する。
　［２．第二実施形態の効果］
　このように本実施形態の電子鍵盤楽器１０１によれば、隣接する第一鍵１１５ａと第二
鍵１１５ｂとの間の音高差および隣接する第二鍵１１５ｂと第三鍵１１５ｃとの間の音高
差がそれぞれ四分音となるよう設定されるので、電子鍵盤楽器１０１が発生可能な音が四
分音刻みとなる。また、鍵盤装置１２０が上下方向に複数段（本実施形態では二段）に配
設されるので、電子鍵盤楽器１０１が発生可能な音が四分音刻みとなり且つ電子鍵盤楽器
１０１が発音可能な音の音域を広くするために鍵１１５の数量が多くなっても、電子鍵盤
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楽器１０１の前に着座して演奏する演奏者の手が十分に届く範囲にすべての鍵１１５が配
設される。また、鍵１１５の数量を増やしても各鍵１１５の大きさを小さくしなくてもよ
いので、演奏時の運指に支障が生じにくい。
【００４６】
　したがって、演奏の容易性を確保しつつ、楽器としての表現力をさらに高めることがで
きる。
　［３．他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、以下のような様々な態様にて実施することが可能である。
【００４７】
　（１）上記実施形態では、鍵盤装置１２０ａが、２８本の第一鍵１１５ａ、４７本の第
二鍵１１５ｂおよび２０本の第三鍵１１５ｃを前方からその順に種別ごとに横方向に直線
状に並べて配設した構成を有しているが、これには限られず、図７に例示するように、２
８本の第一鍵１１９ａ、４７本の第二鍵１１９ｂおよび２０本の第三鍵１１９ｃを前方か
らその順に種別ごとに横方向に扇状に並べて配設した構成を有するようにしてもよい。こ
のとき、第一鍵１１９ａと第二鍵１１９ｂとの間には段差が形成されるとともに、第二鍵
１１９ｂと第三鍵１１９ｃとの間にも段差が形成され、各鍵１１９の高さは、第一鍵１１
９ａ、第二鍵１１９ｂ、第三鍵１１９ｃの順に高くなるように構成する。そして、互いの
音高差が全音である二つの第一鍵１１９ａ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそ
れぞれ形成されてそこに二つの第二鍵１１９ｂが配設され、これら隣接する二つの第二鍵
１１９ｂ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵１
１９ｃが一つ配置され、互いの音高差が半音である二つの第一鍵１１９ａ間においては、
双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに一つの第二鍵１１９ｂが配設され
るようにする。
［第三実施形態］
　図８はアップライトピアノ２０１の外観図であり、図９はアップライトピアノ２０１の
前部の側断面であり、図３は鍵部２３０の詳細図である。なお、図８では、アクション装
置２０３，２０５の鍵部２３０およびアクション装置２０３，２０５の上方を覆うための
蓋の図示が省略されている。
【００４８】
　［１．アップライトピアノ２０１の構成の説明］
　本実施形態のアップライトピアノ２０１は、図８に示すように、鍵を押鍵して弦を打弦
する二つのアクション装置２０３，２０５と、伝達部２４０と、を備えている。
【００４９】
　アクション装置２０３は、アップライトピアノ２０１の前部に配設されている。また、
アクション装置２０５は、アクション装置２０３の上方の斜め後方に配設されている。
　以下に、アクション装置２０３の構成について説明する。
【００５０】
　図９に示すように、アクション装置２０３は、ピアノ本体２１０の棚板２１２上に設置
され、鍵部２３０を備える。
　アクション装置２０３の鍵部２３０は、鍵２３２と筬２３４とからなり棚板２１２上に
設置される。鍵部２３０は、鍵２３２を４オクターブ分の９５本備え、各鍵２３２は筬２
３４上に並列に設置される。筬２３４は、鍵２３２の配列方向（左右方向）に長尺な板材
であり、その幅方向中程には鍵２３２に配列方向に沿って長尺な中筬２３６が設けられて
いる。鍵２３２は、この中筬２３６を支点に揺動するよう筬２３４上に載置される。
【００５１】
　また、鍵２３２には、第一鍵２３２ａ、第二鍵２３２ｂ、第三鍵２３２ｃがあり、鍵部
２３０は、２８本の第一鍵２３２ａ、４７本の第二鍵２３２ｂおよび２０本の第三鍵２３
２ｃを前方からその順に種別ごとに横方向に直線状に並べて配設した構成を有している。
図３では、１オクターブ分の鍵２３２を図示している。
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【００５２】
　なお、第一鍵２３２ａは白色に構成されており、第二鍵２３２ｂは青色に構成されてお
り、第三鍵２３２ｃは黒色に構成されている。
　また、第一鍵２３２ａと第二鍵２３２ｂとの間には段差が形成されるとともに、第二鍵
２３２ｂと第三鍵２３２ｃとの間にも段差が形成され、各鍵２３２の高さは、第一鍵２３
２ａ、第二鍵２３２ｂ、第三鍵２３２ｃの順に高くなっている。
【００５３】
　なお、第一鍵２３２ａは従来のアコースティックピアノの白鍵に相当し、第三鍵２３２
ｃは従来のアコースティックピアノの黒鍵に相当する。
　そして、鍵部２３０は、図３に示すように、互いの音高差が全音である二つの第一鍵２
３２ａ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに二つの第二
鍵２３２ｂが配設され、これら隣接する二つの第二鍵２３２ｂ間においては、双方の対向
部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵２３２ｃが一つ配置され、互いの音高
差が半音である二つの第一鍵２３２ａ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞ
れ形成されてそこに一つの第二鍵２３２ｂが配設されている。
【００５４】
　アクション装置２０５は、上述のように、アクション装置２０３の上方の斜め後方に配
設されている。より具体的には、アクション装置２０５は、アクション装置２０３の上方
に配設されるピアノ本体２１０の中棚板２１３上に設置され、鍵部２３０を備える。なお
、アクション装置２０５の鍵部２３０は、アクション装置２０３の鍵部２３０と同様の構
成であるので、ここではその詳細な説明は省略する。
【００５５】
　また、アクション装置２０３の鍵部２３０の最も高い音とアクション装置２０５の鍵部
２３０の最も低い音とが連続するように設定されている。
　伝達部２４０は、ハンマー２４２と、アクション２４４とからなる。なお、ハンマー２
４２およびアクション２４４は１９０個あり、アクション装置２０３の鍵部２３０を構成
する鍵２３２およびアクション装置２０５の鍵部２３０とを構成する鍵２３２に対応して
ピアノ本体２１０内に横方向に並べて配設される。一方、アクション２４４は、ハンマー
２４２と鍵２３２との間の位置であって、鍵２３２が押鍵されたときにハンマー２４２を
揺動自在な位置に設置される。なお、このアクション２４４は、アップライトピアノ２０
１に備えられた一般的な構成のものなので、その詳細な説明については省略する。
【００５６】
　また、鍵２３２それぞれに対応して弦２０２が配設される。各音高の弦２０２は、両端
部が鍵部２３０の後方に配設されたフレーム２１４に対してチューニングピン（図示省略
）とフレームピン（図示省略）に係止されることで所定の張力をもって略垂直に張設され
ている。そして、本実施形態のアップライトピアノ２０１においては、各弦２０２は、そ
の音高が、隣接する第一鍵２３２ａと第二鍵２３２ｂとの間の音高差および隣接する第二
鍵２３２ｂと第三鍵２３２ｃとの間の音高差がそれぞれ四分音となるよう張設されている
。
【００５７】
　そして、アクション装置２０３およびアクション装置２０５は、通常、鍵２３２の後方
側が下がっているので、鍵２３２の前方側を押鍵すると、鍵２３２が中筬２３６を支点に
揺動し、アクション２４４を介してハンマー２４２を揺動させて弦２０２を打弦し、鍵２
３２の操作を中止すると、ハンマー２４２およびアクション２４４の重みで元の位置に戻
るようにされている。
【００５８】
　なお、アップライトピアノ２０１のその他の構成については公知技術に従っているので
ここではその詳細な説明は省略する。
　［２．第三実施形態の効果］
　このように本実施形態のアップライトピアノ２０１によれば、アクション装置２０３の
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鍵部２３０およびアクション装置２０５の鍵部２３０それぞれが、鍵２３２を４オクター
ブ分の９５本備え、鍵２３２には、第一鍵２３２ａ、第二鍵２３２ｂ、第三鍵２３２ｃが
あり、各鍵部２３０は、２８本の第一鍵２３２ａ、４７本の第二鍵２３２ｂおよび２０本
の第三鍵２３２ｃを前方からその順に種別ごとに横方向に直線状に並べて配設した構成を
有している。また、第一鍵２３２ａと第二鍵２３２ｂとの間には段差が形成されるととも
に、第二鍵２３２ｂと第三鍵２３２ｃとの間にも段差が形成され、各鍵２３２の高さは、
第一鍵２３２ａ、第二鍵２３２ｂ、第三鍵２３２ｃの順に高くなっている。さらに、各弦
２０２が、その音高が、隣接する第一鍵２３２ａと第二鍵２３２ｂとの間の音高差および
隣接する第二鍵２３２ｂと第三鍵２３２ｃとの間の音高差がそれぞれ四分音となるよう張
設され、アップライトピアノ２０１が発生可能な音が四分音刻みとなる。また、アクショ
ン装置２０３，２０５が上下方向に複数段（本実施形態では二段）に配設されるので、ア
ップライトピアノ２０１が発生可能な音が四分音刻みとなり且つアップライトピアノ２０
１が発音可能な音の音域を広くするために鍵２３２の数量が多くなっても、アップライト
ピアノ２０１の前に着座して演奏する演奏者の手が十分に届く範囲にすべての鍵２３２が
配設される。また、鍵２３２の数量を増やしても各鍵２３２の大きさを小さくしなくても
よいので、演奏時の運指に支障が生じにくい。
【００５９】
　したがって、演奏の容易性を確保しつつ、楽器としての表現力をさらに高めることがで
きる。
　［３．他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、以下のような様々な態様にて実施することが可能である。
【００６０】
　（１）上記実施形態では、各鍵部２３０が、２８本の第一鍵２３２ａ、４７本の第二鍵
２３２ｂおよび２０本の第三鍵２３２ｃを前方からその順に種別ごとに横方向に直線状に
並べて配設した構成を有しているが、これには限られず、図７に例示するように、２８本
の第一鍵２３３ａ、４７本の第二鍵２３３ｂおよび２０本の第三鍵２３３ｃを前方からそ
の順に種別ごとに横方向に扇状に並べて配設した構成を有するようにしてもよい。このと
き、第一鍵２３３ａと第二鍵２３３ｂとの間には段差が形成されるとともに、第二鍵２３
３ｂと第三鍵２３３ｃとの間にも段差が形成され、各鍵２３３の高さは、第一鍵２３３ａ
、第二鍵２３３ｂ、第三鍵２３３ｃの順に高くなるように構成する。そして、互いの音高
差が全音である二つの第一鍵２３３ａ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞ
れ形成されてそこに二つの第二鍵２３３ｂが配設され、これら隣接する二つの第二鍵２３
３ｂ間においては、双方の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに第三鍵２３３
ｃが一つ配置され、互いの音高差が半音である二つの第一鍵２３３ａ間においては、双方
の対向部分に切り欠きがそれぞれ形成されてそこに一つの第二鍵２３３ｂが配設されるよ
うにする。
［第四実施形態］
　図１０はマリンバ３０１の外観図である。また、図１１はマリンバ３０１の音板３０５
の詳細図である。
【００６１】
　［１．マリンバ３０１の構成の説明］
　本実施形態のマリンバ３０１は、図１０に示すように、それぞれ複数本からなる音板３
０５およびパイプ３０７と、これらの音板３０５とパイプ３０７が取付けられた楽器用ス
タンド３０９とで構成されている。
【００６２】
　音板３０５は、それぞれ複数本からなる前列側の幹音音板３０５Ａと中列側の派生音音
板３０５Ｂと後列側の派生音音板３０５Ｃとからなり、楽器用スタンド３０９の上面に前
後３段に配設されている。幹音音板３０５Ａ、派生音音板３０５Ｂおよび派生音音板３０
５Ｃは、それぞれ一次（基本）振動の節となる二箇所に幅方向に貫通する挿通孔を有し、
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これらの挿通孔にそれぞれ挿通される図示しない紐によって支持されている。
【００６３】
　前列側の幹音音板３０５Ａには一種類の音板（第一音板３０６ａ）があり、この幹音音
板３０５Ａは、第一音板３０６ａを横方向に直線状に並べて配設した構成を有している。
また、中列側の派生音音板３０５Ｂには、二種類の音板（第二音板３０６ｂ、第四音板３
０６ｄ）があり、この派生音音板３０５Ｂは、これら第二音板３０６ｂおよび第四音板３
０６ｄを横方向に直線状に並べて配設した構成を有している。また、後列側の派生音音板
３０５Ｃには、一種類の音板（第三音板３０６ｃ）があり、この派生音音板３０５Ｃは、
第三音板３０６ｃを横方向に直線状に並べて配設した構成を有している。なお、図１１で
は、１オクターブ分の第一音板３０６ａ、第二音板３０６ｂ、第三音板３０６ｃおよび第
四音板３０６ｄを図示している。
【００６４】
　そして、図１１に示すように、互いの音高差が全音である二つの第一音板３０６ａ間に
は第二音板３０６ｂが配設されている。また、互いの音高差が半音である第一音板３０６
ａと第二音板３０６ｂとの間および第二音板３０６ｂと第一音板３０６ａとの間には第三
音板３０６ｃがそれぞれ配設されている。さらに、互いの音高差が半音である二つの第一
音板３０６ａ間には第四音板３０６ｄが配設されている。
【００６５】
　そして、隣接する第二音板３０６ｂと第三音板３０６ｃとの間の音高差、隣接する第一
音板３０６ａと第三音板３０６ｃとの間の音高差および隣接する第一音板３０６ａと第四
音板３０６ｄとの間の音高差がそれぞれ四分音となっている。
【００６６】
　パイプ３０７は前列側の幹音パイプ３０７Ａと中列側の派生音パイプ３０７Ｂと後列側
の派生音パイプ３０７Ｃとからなり、各幹音音板３０５Ａ、派生音音板３０５Ｂ、派生音
音板３０５Ｃの音に共鳴して振動することにより音量を増大させるためのもので、対応す
る幹音音板３０５Ａ、派生音音板３０５Ｂおよび派生音音板３０５Ｃの下方にそれぞれ懸
吊されている。幹音パイプ３０７Ａ、派生音パイプ３０７Ｂおよび派生音パイプ３０７Ｃ
は、上端が開放し下端側が閉塞するパイプからなり、対応する幹音音板３０５Ａ、派生音
音板３０５Ｂおよび派生音音板３０５Ｃの一次振動数と略同じ固有振動数を有している。
【００６７】
　［２．第四実施形態の効果］
　このように本実施形態のマリンバ３０１によれば、互いの音高差が全音である二つの第
一音板３０６ａ間には第二音板３０６ｂが配設され、互いの音高差が半音である第一音板
３０６ａと第二音板３０６ｂとの間および第二音板３０６ｂと第一音板３０６ａとの間に
は第三音板３０６ｃがそれぞれ配設され、互いの音高差が半音である二つの第一音板３０
６ａ間には第四音板３０６ｄが配設され、隣接する第一音板３０６ａと第二音板３０６ｂ
との間の音高差、隣接する第二音板３０６ｂと第三音板３０６ｃとの間の音高差、隣接す
る第一音板３０６ａと第三音板３０６ｃとの間の音高差および隣接する第一音板３０６ａ
と第四音板３０６ｄとの間の音高差がそれぞれ四分音となっている。
【００６８】
　このことにより、マリンバ３０１が発生可能な音が四分音刻みとなる。また、音板３０
５が前列側の幹音音板３０５Ａと中列側の派生音音板３０５Ｂと後列側の派生音音板３０
５Ｃとの前後三段に配設されるので、マリンバ３０１が発生可能な音が四分音刻みとなり
且つマリンバ３０１が発音可能な音の音域を広くするために音板３０５の数量が多くなっ
ても、マリンバ３０１の前に着座して演奏する演奏者の手が十分に届く範囲にすべての音
板３０５が配設される。また、音板３０５の数量を増やしても各音板３０５の大きさを小
さくしなくてもよいので、演奏時の運指に支障が生じにくい。
【００６９】
　したがって、演奏の容易性を確保しつつ、楽器としての表現力をさらに高めることがで
きる。
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　［３．他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、以下のような様々な態様にて実施することが可能である。
【００７０】
　（１）上記実施形態では、幹音音板３０５Ａが、第一音板３０６ａを横方向に直線状に
並べて配設した構成を有するとともに、派生音音板３０５Ｂが、第二音板３０６ｂおよび
第四音板３０６ｄを横方向に直線状に並べて配設した構成を有し、派生音音板３０５Ｃが
、第三音板３０６ｃを横方向に直線状に並べて配設した構成を有しているが、これには限
られず、図１２に例示するように、幹音音板３０５Ａを、第一音板３０６ａを横方向に扇
状に並べて配設した構成を有するとともに、派生音音板３０５Ｂが、第二音板３０６ｂお
よび第四音板３０６ｄを横方向に扇状に並べて配設した構成を有し、派生音音板３０５Ｃ
が、第三音板３０６ｃを横方向に扇状に並べて配設した構成を有するようにしてもよい。
このとき、上記実施形態と同様に、互いの音高差が全音である二つの第一音板３０６ａ間
には第二音板３０６ｂが配設され、互いの音高差が半音である第一音板３０６ａと第二音
板３０６ｂとの間および第二音板３０６ｂと第一音板３０６ａとの間には第三音板３０６
ｃがそれぞれ配設され、互いの音高差が半音である二つの第一音板３０６ａ間には第四音
板３０６ｄが配設され、隣接する第一音板３０６ａと第二音板３０６ｂとの間の音高差、
隣接する第二音板３０６ｂと第三音板３０６ｃとの間の音高差、隣接する第一音板３０６
ａと第三音板３０６ｃとの間の音高差および隣接する第一音板３０６ａと第四音板３０６
ｄとの間の音高差がそれぞれ四分音となるようにする。
【００７１】
　（２）上記実施形態では、本発明をマリンバ３０１に適用した例を説明したが、本発明
を、シロフォン、ビブラフォンなどの音板を有する楽器に適用してもよい。
【符号の説明】
【００７２】
１…グランドピアノ、２…弦、３，５…アクション装置、１０…ピアノ本体、３０…鍵部
、３２…鍵、３２ａ…第一鍵、３２ｂ…第二鍵、３２ｃ…第三鍵、３３…鍵、３３ａ…第
一鍵、３３ｂ…第二鍵、３３ｃ…第三鍵、３４…筬、３６…中筬、４０…伝達部、４２…
ハンマー、４４…アクション、４６…ハンマーシャンクレール、１０１…電子鍵盤楽器、
１１０ａ…棚板、１１０ｂ…中棚板、１１１ａ…鍵盤シャーシ、１１１ｂ…鍵盤シャーシ
、１１２…アクションシャーシ、１１３…バランスピン、１１４ａ…鍵の後端部、１１５
…鍵、１１５ａ…第一鍵、１１５ｂ…第二鍵、１１５ｃ…第三鍵、１１６…ハンマー支持
部、１１７…スイッチ取付部、１１８…ハンマストッパ、１１９…鍵、１１９ａ…第一鍵
、１１９ｂ…第二鍵、１１９ｃ…第三鍵、１２０ａ…鍵盤装置、１２０ｂ…鍵盤装置、１
２２…鍵載置部、１５５…ハンマー機構、１６０…鍵スイッチ、１７５…発音制御回路、
１７６…鍵スキャン回路、１８１…波形メモリ、１８２…音源ＬＳＩ、１８５…発音部、
１８６…増幅器、１８７…スピーカ、２０１…アップライトピアノ、２０２…弦、２０３
，２０５…アクション装置、２１０…ピアノ本体、２１４…フレーム、２３０…鍵部、２
３２…鍵、２３２ａ…第一鍵、２３２ｂ…第二鍵、２３２ｃ…第三鍵、２３３…鍵、２３
３ａ…第一鍵、２３３ｂ…第二鍵、２３３ｃ…第三鍵、２３４…筬、２３６…中筬、２４
０…伝達部、２４２…ハンマー、２４４…アクション、３０１…マリンバ、３０５…音板
、３０５Ａ…幹音音板、３０５Ｂ…派生音音板、３０５Ｃ…派生音音板、３０６ａ…第一
音板、３０６ｂ…第二音板、３０６ｃ…第三音板、３０６ｄ…第四音板、３０７…パイプ
、３０７Ａ…幹音パイプ、３０７Ｂ…派生音パイプ、３０７Ｃ…派生音パイプ、３０９…
楽器用スタンド
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