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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鍵の押鍵に伴ってピアノ本体の響板から放音されたアコースティック音を録音するアコ
ースティックピアノの録音装置であって、
　前記ピアノ本体に設けられた取付機構と、
　前記響板に臨んだ状態で、前記取付機構を介して前記ピアノ本体の互いに異なる所定の
位置に取り付けられるとともに、前記響板から放音されたアコースティック音を収音し、
複数の楽音信号にそれぞれ変換する複数のマイクロホンと、
　当該複数の楽音信号を記録する記録装置と、
　を備え、
　前記アコースティックピアノは、前記響板を水平に配置したグランドピアノであり、
　前記複数のマイクロホンは、前記響板の下面に臨むように取り付けられていることを特
徴とするアコースティックピアノの録音装置。
【請求項２】
　前記響板よりも上側に配置され、前記複数のマイクロホンで変換した複数の楽音信号を
楽音として放音するスピーカをさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載のアコー
スティックピアノの録音装置。
【請求項３】
　鍵の押鍵に伴ってピアノ本体の響板から放音されたアコースティック音を録音するアコ
ースティックピアノの録音装置であって、
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　前記ピアノ本体に設けられた取付機構と、
　前記響板に臨んだ状態で、前記取付機構を介して前記ピアノ本体の互いに異なる所定の
位置に取り付けられるとともに、前記響板から放音されたアコースティック音を収音し、
複数の楽音信号にそれぞれ変換する複数のマイクロホンと、
　当該複数の楽音信号を記録する記録装置と、
　を備え、
　前記アコースティックピアノは、前記響板を直立した状態で配置したアップライトピア
ノであり、
　前記複数のマイクロホンは、前記響板の背面に臨むように取り付けられていることを特
徴とするアコースティックピアノの録音装置。
【請求項４】
　前記複数のマイクロホンよりも前側に配置され、前記複数のマイクロホンで変換した複
数の楽音信号を楽音として放音するスピーカをさらに備えることを特徴とする、請求項３
に記載のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項５】
　前記記録装置は、前記ピアノ本体の外側に配置され、
　前記響板には、孔が形成されており、
　前記ピアノ本体内に配置されるとともに、前記孔を通って前記複数のマイクロホンおよ
び前記記録装置に接続され、前記複数のマイクロホンから前記記録装置に複数の楽音信号
を伝送する複数の伝送手段をさらに備えることを特徴とする、請求項１ないし４のいずれ
かに記載のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項６】
　前記複数のマイクロホンは、ワイアレスマイクロホンであることを特徴とする、請求項
１ないし４のいずれかに記載のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項７】
　前記取付機構は、前記ピアノ本体に着脱自在に取り付けられていることを特徴とする、
請求項１ないし６のいずれかに記載のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項８】
　前記取付機構は、前記ピアノ本体の支柱に取り付けられていることを特徴とする、請求
項７に記載のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項９】
　前記取付機構は、可撓性を有し、帯状に形成された取付部と、当該取付部に設けられ、
前記マイクロホンを支持するための支持部とを有し、
　前記取付部は、長さ方向の互いに異なる所定の位置に、当該取付部を前記支柱に巻き付
けた状態で互いに係合可能な一対の面ファスナを有することを特徴とする、請求項８に記
載のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項１０】
　前記取付部の所定の位置および前記支持部に、互いに係合可能な一対の面ファスナが設
けられていることを特徴とする、請求項９に記載のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項１１】
　前記取付部には、当該取付部を前記支柱に巻き付けた状態で当該支柱に接する部位に、
防振材が設けられていることを特徴とする、請求項９または１０に記載のアコースティッ
クピアノの録音装置。
【請求項１２】
　前記複数のマイクロホンは、当該アコースティックピアノの低音側および高音側にそれ
ぞれ配置された低音域用および高音域用のマイクロホンを有し、
　当該低音域用および高音域用のマイクロホンには、収音されるアコースティック音の音
質を調整するための低音域用および高音域用の音響部材がそれぞれ設けられていることを
特徴とする、請求項１ないし１１のいずれかに記載のアコースティックピアノの録音装置
。
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【請求項１３】
　前記低音域用の音響部材は、遮音性および／または反射性を有し、前記マイクロホンを
間にして前記響板に対向するように設けられていることを特徴とする、請求項１２に記載
のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項１４】
　前記高音域用の音響部材は、遮音性および／または反射性を有し、前記マイクロホンを
間にして前記響板に対向するように設けられた第１音響部材と、遮音性および／または反
射性を有し、前記高音域用のマイクロホンと前記響板との間に配置された第２音響部材を
有することを特徴とする、請求項１２に記載のアコースティックピアノの録音装置。
【請求項１５】
　前記取付機構は、前記響板からの前記複数のマイクロホンの距離を調整する調整手段を
有することを特徴とする、請求項１ないし１４のいずれかに記載のアコースティックピア
ノの録音装置。
【請求項１６】
　前記響板からの前記複数のマイクロホンの距離は、高音側に配置されているものほど、
大きくなるように設定されていることを特徴とする、請求項１５に記載のアコースティッ
クピアノの録音装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グランド型やアップライト型のアコースティックピアノから放音されたアコ
ースティック音を録音するアコースティックピアノの録音装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のピアノの録音装置として、例えば特許文献１に開示されたものが知られている。
この録音装置は、マイクロホンユニットおよび光源を有するマイクロホンを備えている。
マイクロホンは、ピアノからある程度の距離を隔てた状態でピアノの前方に配置されてい
る。マイクロホンユニットは、指向性を有しており、その正面において楽音を収音する。
光源は、マイクロホンユニットの下側に設けられ、光ビーム発光部を有している。光ビー
ム発光部は、マイクロホンユニットの指向性正面軸上に光ビームを出射する。以上の構成
により、光ビーム発光部から光ビームを出射することによって、マイクロホンユニットの
正面の向きを確認しながら、マイクロホンの指向性に一致した収音方向を定めている。そ
れにより、マイクロホンの正面においてピアノから放音された楽音を収音している。
【０００３】
　また、マイクロホンで収音した楽音の録音方法については、特許文献１には記載されて
いないが、一般には、次のような方法が用いられている。すなわち、マイクロホンで収音
した楽音は楽音信号に変換された後、この楽音信号を記録装置で記録し、それにより、楽
音を録音する。
【０００４】
　以上のように、上述した従来の録音装置では、マイクロホンによる収音が、ピアノから
離れた位置で行われる。このため、マイクロホンには、ピアノから直接、放音された楽音
（以下「直接音」という）だけでなく、壁や床などで反射した楽音（以下「反射音」とい
う）も収音される。このため、ピアノの楽音を録音する場合、記録装置は、直接音だけで
なく反射音も記録するため、実際にピアノから放音された楽音と異なる音質の楽音を録音
する。このように反射音も録音されることによって、例えばこもりの生じた状態などで楽
音が録音されてしまう。また、ピアノ本体から離れた位置にマイクロホンを配置している
ため、ピアノから放音された楽音以外の音が収音されやすくなり、その結果、ノイズが混
入しやすくなる。
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、放音されたアコース
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ティック音を優れた音質で録音することができるアコースティックピアノの録音装置を提
供することを目的とする。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－３３１９７７号公報
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために、請求項１に係る発明は、鍵の押鍵に伴ってピアノ本体の響
板から放音されたアコースティック音を録音するアコースティックピアノの録音装置であ
って、ピアノ本体に設けられた取付機構と、響板に臨んだ状態で、取付機構を介してピア
ノ本体の互いに異なる所定の位置に取り付けられるとともに、響板から放音されたアコー
スティック音を収音し、複数の楽音信号にそれぞれ変換する複数のマイクロホンと、複数
の楽音信号を記録する記録装置と、を備え、アコースティックピアノは、響板を水平に配
置したグランドピアノであり、複数のマイクロホンは、響板の下面に臨むように取り付け
られていることを特徴とする。
【０００８】
　このアコースティックピアノの録音装置によれば、ピアノ本体の互いに異なる所定の位
置に、取付機構を介して、複数のマイクロホンが響板に臨むように取り付けられている。
鍵の押鍵に伴って響板からアコースティック音が放音されると、放音されたアコースティ
ック音は、複数のマイクロホンによって収音され、楽音信号にそれぞれ変換される。また
、これらの複数の楽音信号は、記録装置に記録され、それにより、アコースティック音が
録音される。このように、マイクロホンが響板に臨むように設けられているので、床など
からの反射音をほとんど含まず、響板から直接、放音された直接音のみをほぼ含むように
アコースティック音を収音することができる。その結果、アコースティック音を優れた音
質で録音することができる。また、マイクロホンと響板の間の距離が近いので、楽音以外
の音が収音されにくくなることにより、ノイズの混入を抑制することができる。
【０００９】
　さらに、複数のマイクロホンを互いに異なる所定の位置に配置するので、例えば低音域
と高音域に相当する位置にマイクロホンを配置することによって、低音域成分または高音
域成分を多く含むアコースティック音を、複数のマイクロホンでそれぞれ収音することが
できる。その結果、アコースティック音を、全体として音響的にバランス良く録音するこ
とができる。
【００１１】
　また、複数のマイクロホンが、グランドピアノの響板の下面に臨むように取り付けられ
ている。このため、例えば鍵の押鍵に伴うアクションの作動によって雑音が生じても、そ
れに起因するノイズが楽音信号に混入するのを抑制することができる。また、マイクロホ
ンを響板の下面側に配置するので、マイクロホンをピアノ本体に外側から容易にかつ目立
たないように取り付けることができる。
【００１２】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載のアコースティックピアノの録音装置において
、響板よりも上側に配置され、複数のマイクロホンで変換した複数の楽音信号を楽音とし
て放音するスピーカをさらに備えることを特徴とする。
【００１３】
　この構成によれば、マイクロホンで収音したアコースティック音は、響板の上側に配置
したスピーカから放音される。このため、スピーカから放音された楽音が響板の下側に回
り込んで、マイクロホンで収音されるのを抑制でき、それにより、ハウリングを抑制でき
る。
【００１４】
　請求項３に係る発明は、鍵の押鍵に伴ってピアノ本体の響板から放音されたアコーステ
ィック音を録音するアコースティックピアノの録音装置であって、ピアノ本体に設けられ
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た取付機構と、響板に臨んだ状態で、取付機構を介してピアノ本体の互いに異なる所定の
位置に取り付けられるとともに、響板から放音されたアコースティック音を収音し、複数
の楽音信号にそれぞれ変換する複数のマイクロホンと、複数の楽音信号を記録する記録装
置と、を備え、アコースティックピアノは、響板を直立した状態で配置したアップライト
ピアノであり、複数のマイクロホンは、響板の背面に臨むように取り付けられていること
を特徴とする。
【００１５】
　この構成によれば、複数のマイクロホンが、アップライトピアノの響板の背面に臨むよ
うに取り付けられている。このため、請求項１に係る発明と同様、例えば鍵の押鍵に伴う
アクションの作動に起因するノイズが楽音信号に混入するのを抑制することができる。ま
た、マイクロホンを響板の背面側に配置するので、ピアノ本体に外側から容易に取り付け
ることができる。
【００１６】
　請求項４に係る発明は、請求項３に記載のアコースティックピアノの録音装置において
、複数のマイクロホンよりも前側に配置され、複数のマイクロホンで変換した複数の楽音
信号を楽音として放音するスピーカをさらに備えることを特徴とする。
【００１７】
　この構成によれば、マイクロホンで収音したアコースティック音は、マイクロホンの前
側に配置したスピーカから放音される。このため、請求項２に係る発明と同様、スピーカ
から放音された楽音がマイクロホンで収音されるのを抑制でき、ハウリングを抑制するこ
とができる。
【００１８】
　請求項５に係る発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載のアコースティックピアノ
の録音装置において、記録装置は、ピアノ本体の外側に配置され、響板には、孔が形成さ
れており、ピアノ本体内に配置されるとともに、孔を通って複数のマイクロホンおよび記
録装置に接続され、複数のマイクロホンから記録装置に複数の楽音信号を伝送する複数の
伝送手段をさらに備えることを特徴とする。
【００１９】
　この構成によれば、複数のマイクロホンで変換した楽音信号は、複数の伝送手段によっ
て記録装置に伝送される。複数の伝送手段は、響板に形成された孔を通って、複数のマイ
クロホンおよび記録装置に接続され、その接続部分を除く大部分がピアノ本体内に収容さ
れているので、アコースティックピアノの外観を良好に保つことができる。
【００２０】
　請求項６に係る発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載のアコースティックピアノ
の録音装置において、複数のマイクロホンは、ワイアレスマイクロホンであることを特徴
とする。
【００２１】
　この構成によれば、複数のマイクロホンがワイアレスマイクロホンで構成されているの
で、請求項５による伝送手段を省略することができる。このため、ワイアレスマイクロホ
ンを、響板の下面側または背面側はもとより、ピアノ本体内にも容易に配置することがで
きる。その結果、アコースティックピアノの外観をさらに良好に保つことができる。
【００２２】
　請求項７に係る発明は、請求項１ないし６のいずれかに記載のアコースティックピアノ
の録音装置において、取付機構は、ピアノ本体に着脱自在に取り付けられていることを特
徴とする。
【００２３】
　この構成によれば、取付機構がピアノ本体に着脱自在に取り付けられているので、録音
時には、既存のピアノに取付機構によってマイクロホンを取り付けることができる。また
、録音を行わないときには、取付機構およびマイクロホンを取り外すことが可能になり、
それにより、アコースティックピアノの外観をさらに良好に保つことができる。
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【００２４】
　請求項８に係る発明は、請求項７に記載のアコースティックピアノの録音装置において
、取付機構は、ピアノ本体の支柱に取り付けられていることを特徴とする。
【００２５】
　この構成によれば、取付機構によってマイクロホンがピアノ本体の支柱に取り付けられ
ているので、マイクロホンを、グランドピアノの場合には響板の下面に、アップライトピ
アノの場合には響板の背面に臨むように容易に配置できる。その結果、ノイズの混入を抑
制しながら、響板からのアコースティック音を、良好な音質で収音できるなど、請求項１
または３に係る発明による前述した効果を容易に得ることができる。
【００２６】
　請求項９に係る発明は、請求項８に記載のアコースティックピアノの録音装置において
、取付機構は、可撓性を有し、帯状に形成された取付部と、取付部に設けられ、マイクロ
ホンを支持するための支持部とを有し、取付部は、長さ方向の互いに異なる所定の位置に
、取付部を支柱に巻き付けた状態で互いに係合可能な一対の面ファスナを有することを特
徴とする。
【００２７】
　この構成によれば、取付部を支柱に巻き付け、取付部に設けた一対の面ファスナを互い
に係合させることによって、取付部を支柱に着脱自在に取り付けることができる。このた
め、取付機構によるマイクロホンの取り付けまたは取り外しを、支柱に傷を付けることな
く容易に行うことができる。さらに、取付部の巻き付け位置を変えるだけで、マイクロホ
ンの取付位置を支柱に沿って容易に調整することができる。
【００２８】
　請求項１０に係る発明は、請求項９に記載のアコースティックピアノの録音装置におい
て、取付部の所定の位置および支持部に、互いに係合可能な一対の面ファスナが設けられ
ていることを特徴とする。
【００２９】
　この構成によれば、取付部に設けた面ファスナの一方に、支持部に設けた他方の面ファ
スナを係合させることによって、支持部およびそれに支持されたマイクロホンを取付部に
着脱自在に取り付けることができる。このため、マイクロホンを支柱に容易に取り付ける
ことができる。
【００３０】
　請求項１１に係る発明は、請求項９または１０に記載のアコースティックピアノの録音
装置において、取付部には、取付部を支柱に巻き付けた状態で支柱に接する部位に、防振
材が設けられていることを特徴とする。
【００３１】
　ピアノの演奏時には、響板の振動が支柱などに伝達される。この構成によれば、取付部
の支柱に接する部位に防振材が設けられているので、この防振材によって、響板の振動が
支柱および取付部などを介してマイクロホンに伝達されるのを抑制することができる。し
たがって、それに起因するノイズの楽音信号への混入を抑制することができる。
【００３２】
　請求項１２に係る発明は、請求項１ないし１１のいずれかに記載のアコースティックピ
アノの録音装置において、複数のマイクロホンは、アコースティックピアノの低音側およ
び高音側にそれぞれ配置された低音域用および高音域用のマイクロホンを有し、低音域用
および高音域用のマイクロホンには、収音されるアコースティック音の音質を調整するた
めの低音域用および高音域用の音響部材がそれぞれ設けられていることを特徴とする。
【００３３】
　この構成によれば、低音側に配置された低音域用のマイクロホンには、低音域成分をよ
り多く含むアコースティック音が収音され、高音側に配置された高音域用のマイクロホン
には、高音域成分をより多く含むアコースティック音が収音される。楽音の指向性は高音
域のものほど高いため、収音されたアコースティック音において高音域成分がより強調さ
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れやすくなる。本発明によれば、低音域用および高音域用のマイクロホンにそれぞれ設け
た低音域用および高音域用の音響部材によって、収音されるアコースティック音の音質を
マイクロホンごとに調整するので、それぞれのマイクロホンで良好な音質のアコースティ
ック音を収音することができる。
【００３４】
　請求項１３に係る発明は、請求項１２に記載のアコースティックピアノの録音装置にお
いて、低音域用の音響部材は、遮音性および／または反射性を有し、マイクロホンを間に
して響板に対向するように設けられていることを特徴とする。
【００３５】
　低音域用のマイクロホンでは、収音するアコースティック音の指向性が低いので、反射
音を収音すると、こもりなどが生じやすい。この構成によれば、響板から放音されたアコ
ースティック音が、例えば床などで反射した場合、この反射音は、音響部材で遮音および
／または反射されることによって、マイクロホンに到達しにくくなる。その結果、マイク
ロホンによる反射音の収音を抑制でき、低音域用のマイクロホンで収音されるアコーステ
ィック音の音質を向上させることができる。
【００３６】
　請求項１４に係る発明は、請求項１２に記載のアコースティックピアノの録音装置にお
いて、高音域用の音響部材は、遮音性および／または反射性を有し、マイクロホンを間に
して響板に対向するように設けられた第１音響部材と、遮音性および／または反射性を有
し、高音域用のマイクロホンと響板との間に配置された第２音響部材を有することを特徴
とする。
【００３７】
　高音域用のマイクロホンで収音されるアコースティック音は、指向性が高いので、高音
域成分が強調されやすい。この構成によれば、響板から放音されたアコースティック音を
、第２音響部材で遮音および／または反射することによって、アコースティック音がマイ
クロホンに直接、収音されるのを防止でき、その結果、収音されたアコースティック音に
おいて高音域成分が過度に強調されることがなくなる。また、高音域用のマイクロホンで
収音されるアコースティック音は、指向性が高いので、このように、第１音響部材で反射
した後にアコースティック音を収音することによって、良好な音質と平坦な音量バランス
を得ることができる。
【００３８】
　請求項１５に係る発明は、請求項１ないし１４のいずれかに記載のアコースティックピ
アノの録音装置において、取付機構は、響板からの複数のマイクロホンの距離を調整する
調整手段を有することを特徴とする。
【００３９】
　一般に、収音される楽音の音質は、音源からのマイクロホンの距離に依存し、例えば音
源から遠いほど、楽音のめりはりやクリアさがなくなり、音源に近いほど、楽音の高音域
成分が強調される。この構成によれば、響板からの複数のマイクロホンの距離を調整手段
で調整できるので、この距離を適切に調整することによって、適度なめりはりやクリアさ
を有するアコースティック音を各マイクロホンで収音することができる。
【００４０】
　請求項１６に係る発明は、請求項１５に記載のアコースティックピアノの録音装置にお
いて、響板からの複数のマイクロホンの距離は、高音側に配置されているものほど、大き
くなるように設定されていることを特徴とする。
【００４１】
　前述した音源から遠いほど、楽音のめりはりがなくなるという特性は、指向性の低い低
音域成分を多く含む楽音の場合に顕著になり、音源に近いほど、高音域成分が強調される
という特性は、高音域成分を多く含む楽音の場合に顕著になる。この構成によれば、高音
側のマイクロホンほど、響板との距離が大きく設定されるので、それぞれのマイクロホン
において、良好な音質のアコースティック音を収音することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　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および
図２は、本発明の第１実施形態による録音装置１を適用したグランドピアノ２を示してい
る。なお、以下の説明では、グランドピアノ２を演奏者から見た場合の手前側を「前」、
奥側を「後」とし、さらに左側および右側を「左」および「右」として、説明を行うもと
のする。
【００４３】
　これらの図に示すように、このグランドピアノ２のピアノ本体３は、支柱組立品８と、
その外周面に取り付けられ、グランドピアノ２の外形を形成する側板４と、側板４の前部
の下部間に水平に固定された棚板５と、支柱組立品８の上面に取り付けられた響板９など
を備えている。支柱組立品８は、前後方向に延びる断面方形の４本の支柱６、およびそれ
らを取り囲む積揚７などを組み立てることによって構成されており、張設された弦（図示
せず）を支持する。響板９の前部には、最高音側の支柱６付近に孔９ａが、その前側に孔
９ｃが、最低音側の支柱６付近に孔９ｂが、形成されている。
【００４４】
　棚板５上には、複数（例えば８８個）の鍵１０が載置されている。鍵１０の後端部には
アクション（図示せず）が載置されており、アクションの上側には、鍵１０ごとにハンマ
ー（図示せず）が設けられている。
【００４５】
　以上の構成によれば、鍵１０の押鍵に伴ってアクションが作動し、それにより、ハンマ
ーが弦を打弦することにより振動させ、この弦の振動が響板９に伝達され、響板９が振動
することによって、アコースティック音が放音される。
【００４６】
　最低音側および最高音側の支柱６，６にはそれぞれ、取付機構１１，１１を介して低音
域用のマイクロホン３１Ｌおよび高音域用のマイクロホン３１Ｒが取り付けられている。
また、これらのマイクロホン３１Ｌ，３１Ｒにはそれぞれ、低音域用の音響反射板１９Ｌ
および高音域用の第１および第２音響反射板２０Ｒ１，２０Ｒ２が設けられている。
【００４７】
　図３に示すように、各取付機構１１は、支柱６に巻き付けられた取付部１３と、取付部
１３に取り付けられた支持部１４で構成されている。取付部１３は、合成樹脂で構成され
た可撓性を有する帯状のものであり、互いに繋ぎ合わされた一対の第１面ファスナ１３ａ
，１３ｂで構成されている。これらの第１面ファスナ１３ａ，１３ｂの同じ側の面は、互
いに係合可能なファスナ面になっている。また、第１面ファスナ１３ｂの第１面ファスナ
１３ａと反対側の端部には、連結部１５を介してバックル１６が取り付けられている。バ
ックル１６は、例えば合成樹脂で構成され、開口１６ａを有する方形状に形成されている
。また、第１面ファスナ１３ｂのファスナ面と反対側の面には、防振材１７が取り付けら
れている。防振材１７は、例えばゴムなどの弾性材料で構成され、長方形状に形成されて
おり、支柱６の上下方向の長さとほぼ同じ長さを有している。
【００４８】
　以上の構成により、取付部１３は、防振材１７を支柱６の一側面に押し当てた状態で支
柱６に巻き付け、第１面ファスナ１３ａをバックル１６の開口１６ａに通した後、それを
折り返し、第１面ファスナ１３ｂに係合させることによって、支柱６に着脱自在に取り付
けられる。
【００４９】
　また、第１面ファスナ１３ｂのファスナ面には、防振材１７に対応する位置に、第２面
ファスナ１８ａが取り付けられている。第２面ファスナ１８ａの長さは、防振材１７の長
さよりも若干大きい。
【００５０】
　支持部１４は、金属板で構成されており、図３に示すように、本体部１４ａと、本体部
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１４ａから上方に直角に立ち上がる立上り部１４ｂとから、Ｌ形に形成されている。図５
に示すように、立上り部１４ｂには、本体部１４ａと反対側の面に、そのほぼ前面にわた
って第２面ファスナ１８ｂが取り付けられている。以上の構成により、この第２面ファス
ナ１８ｂを取付部１３の第２面ファスナ１８ａに係合させることによって、支持部１４が
一対の面ファスナ１８ａ，１８ｂを介して取付部１３に着脱自在に取り付けられる。
【００５１】
　図５および図６に示すように、低音側の取付機構１１の本体部１４ａには、前記低音域
用の音響反射板１９Ｌが、高音側の本体部１４ａには、前記高音域用の第１音響反射板２
０Ｒ１および第２音響反射板２０Ｒ２がそれぞれ、取り付けられている。
【００５２】
　低音域用の音響反射板１９Ｌは、音の反射性を有する材質、例えば合成ゴムなどで構成
されている。図５（ａ）および図６（ａ）に示すように、音響反射板１９Ｌは、円形状に
形成されており、その一端部が支持部１４の本体部１４ａに載った状態で、これに取り付
けられ、残りの部分が本体部１４ａから水平に突出している。音響反射板１９Ｌの中央に
は、孔１９ａが形成されており、この孔１９ａに低音域用のマイクロホン３１Ｌが下方か
ら挿入され、取り付けられている。これにより、マイクロホン３１Ｌは、響板９の下面に
臨むように配置されている。
【００５３】
　図５（ｂ）および図６（ｂ）に示すように、高音域用の第１音響反射板２０Ｒ１は、低
音域用の音響反射板１９Ｌと同様に構成されるとともに、支持部１４に同様に取り付けら
れている。第１音響反射板２０Ｒ１の孔１９ａには、高音域用のマイクロホン３１Ｒが下
方から挿入され、取り付けられている。これにより、マイクロホン３１Ｒもまた、響板９
の下面に臨むように配置されている。
【００５４】
　第２音響反射板２０Ｒ２は、前述した２つの音響反射板１９Ｌ，２０Ｒ１と同様、反射
性を有する、例えば合成ゴムで構成され、円形状に形成されており、その大きさは、第１
音響反射板２０Ｒ１よりも小さい。また、第２音響反射板２０Ｒ２は本体部１４ａに、取
付金具２１およびクリップ２２を介して、取り付けられている。
【００５５】
　取付金具２１は、例えば曲げ加工された金属板で構成されている。図５（ｂ）に示すよ
うに、取付金具２１は、上下方向に斜めに延びる本体部２１ａと、本体部２１ａの上端か
ら斜め下方に延びる連結部２１ｂと、連結部２１ｂの下端から水平に延びる取付部２１ｃ
で構成されている。第２音響反射板２０Ｒ２は、取付部２１ｃの上面に載った状態で、そ
のほぼ半部がこれに取り付けられており、残りの半部が取付部２１ｃから水平に突出して
いる。本体部２１ａの下端部には、合成ゴムで構成されたばね付きのクリップ２２が取り
付けられており、このクリップ２２を本体部１４ａに挟み付けることによって、第２音響
反射板２０Ｒ２が本体部１４ａに取り付けられている。また、第２音響反射板２０Ｒ２は
、第１音響反射板２０Ｒ１と同心状に配置されており、それにより、マイクロホン３１Ｒ
を真上から覆っている。
【００５６】
　マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒは、グランドピアノ２から放音されたアコースティック音
を収音し、アナログの楽音信号ＳＬ，ＳＲに変換するためのものである。マイクロホン３
１Ｌ，３１Ｒは、例えば有線タイプのダイナミックマイクロホンで構成されており、電磁
コイルと、電磁コイルに連結された振動板（ともに図示せず）などを備えている。各振動
板は、響板９から放音されたアコースティック音によって振動し、この振動に比例した起
電力が電磁コイルに生じる。以上の構成により、低音域用のマイクロホン３１Ｌからは、
低音域成分を多く含む楽音信号ＳＬが、高音域用のマイクロホン３１Ｒからは、高音域成
分を多く含む楽音信号ＳＲが、それぞれケーブル３２Ｌ，３２Ｒ（図２参照）を介して記
録装置３３に出力されるとともに、スピーカ３７Ｌ，３７Ｒにも出力される（図７参照）
。
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【００５７】
　ケーブル３２Ｌ，３２Ｒは、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒおよび記録装置３３を互いに
接続し、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒからの楽音信号ＳＬ，ＳＲを記録装置３３に伝送す
るためのものである。ケーブル３２Ｌ，３２Ｒは、その大部分がピアノ本体３内に配置さ
れており、図２に示すように、響板９の孔９ｃを通って記録装置３３に接続されるととも
に、ケーブル３２Ｌは、響板９の孔９ｂを通って低音域用のマイクロホン３１Ｌの下端部
に、ケーブル３２Ｒは、孔９ａを通って高音域用のマイクロホン３１Ｒの下端部に、それ
ぞれ接続されている。
【００５８】
　記録装置３３は、楽音信号ＳＬ，ＳＲを記録または再生するためのものであり、図２に
示すように、棚板５の下面の高音側に取り付けられている。図７に示すように、記録装置
３３は、Ａ／Ｄ変換器３４Ｌ，３４Ｒ、ＣＤ－Ｒドライブ３５およびＤ／Ａ変換器３６Ｌ
，３６Ｒで構成されており、さらに操作パネル（図示せず）を備えている。Ａ／Ｄ変換器
３４Ｌ，３４Ｒは、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒからのアナログの楽音信号ＳＬ，ＳＲを
デジタルの楽音信号ＳＬＤ，ＳＲＤに変換し、ＣＤ－Ｒドライブ３５に出力する。ＣＤ－
Ｒドライブ３５は、記録モードにおいては、楽音信号ＳＬＤ，ＳＲＤをＣＤ－Ｒ３５ａに
記録する。これにより、グランドピアノ２から放音されたアコースティック音が録音され
る。また、再生モードにおいては、ＣＤ－Ｒ３５ａから楽音信号ＳＬＤ，ＳＲＤを読み出
し、Ｄ／Ａ変換器３６Ｌ，３６Ｒに出力する。
【００５９】
　Ｄ／Ａ変換器３６Ｌ，３６Ｒは、ＣＤ－Ｒドライブ３５からのデジタルの楽音信号ＳＬ
Ｄ，ＳＲＤをアナログの楽音信号ＳＬＡ，ＳＲＡに変換し、スピーカ３７Ｌ，３７Ｒに出
力する。
【００６０】
　スピーカ３７Ｌ，３７Ｒは、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒからの楽音信号ＳＬ，ＳＲま
たはＤ／Ａ変換器３６Ｌ，３６Ｒからの楽音信号ＳＬＡ，ＳＲＡを、所定の利得で増幅さ
せた後、それらの楽音信号を再生し、楽音として放音する。なお、スピーカ３７Ｌ，３７
Ｒは、例えば譜面台組立品２３の左右の本持左右板２３Ｌ，２３Ｒ上に配置されている（
図１参照）。
【００６１】
　次に、上記構成の録音装置１の動作を説明する。録音装置１の動作モードは、グランド
ピアノ２の演奏時に、そのアコースティック音と同時にスピーカ３７Ｌ，３７Ｒから楽音
を放音する演奏モードと、録音したアコースティック音を再生する再生モードに大別され
、演奏モードはさらに、演奏と同時に録音を行う録音モードと、録音しない非録音モード
に分けられる。これらの動作モードの切り換えは、操作パネルを操作することによって行
われる。
【００６２】
　演奏モード時には、グランドピアノ２の演奏に伴って響板９などからアコースティック
音が放音される。響板９から下方に放音されたアコースティック音のうち、低音域成分を
多く含むアコースティック音は、低音域用のマイクロホン３１Ｌによって直接、収音され
るとともに、床などで反射した反射音は音響反射板１９Ｌで遮音され、その収音が阻止さ
れる。また、高音域成分を多く含むアコースティック音は、第１音響反射板２０Ｒ１に向
かった一部のものが、そこで上方に反射した後、高音域用のマイクロホン３１Ｒによって
収音され、マイクロホン３１Ｒに向かった他の一部のものは、第２音響反射板２０Ｒ２で
遮音され、マイクロホン３１Ｒに直接、収音されることが阻止される。また、高音域用の
マイクロホン３１Ｒにおいても、低音域用のマイクロホン３１Ｌと同様、床などで反射し
た反射音は、第１音響反射板２０Ｒ１によって遮音される。
【００６３】
　マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒで収音したアコースティック音は、楽音信号ＳＬ，ＳＲに
変換された後、スピーカ３７Ｌ，３７Ｒによって再生され、楽音として放音される。これ
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により、グランドピアノ２から直接、放音されたアコースティック音に加えて、スピーカ
３７Ｌ，３７Ｒから放音された楽音を同時に聞きながら演奏を行うことができる。
【００６４】
　また、上記に加えて、録音モード時には、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒからの楽音信号
ＳＬ，ＳＲは、Ａ／Ｄ変換器３４Ｌ，３４Ｒによってデジタルの楽音信号ＳＬＤ，ＳＲＤ
に変換された後、ＣＤ－Ｒドライブ３５によってＣＤ－Ｒ３５ａに記録する。これにより
、アコースティック音が録音される。
【００６５】
　また、再生モード時には、ＣＤ－Ｒ３５ａに記録された楽音信号ＳＬＤ，ＳＲＤをＣＤ
－Ｒドライブ３５によって読み出し、Ｄ／Ａ変換器３６Ｌ，３６Ｒによってアナログの楽
音信号ＳＬＡ，ＳＲＡに変換した後、スピーカ３７Ｌ，３７Ｒからのみ楽音として放音す
る。
【００６６】
　以上のように、本実施形態によれば、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒが響板９の下面に臨
むように設けられているので、床などからの反射音をほとんど含まず、響板９からのアコ
ースティック音のみをほぼ含むようにアコースティック音を収音することができる。その
結果、アコースティック音を優れた音質で録音することができる。また、マイクロホン３
１Ｌ，３１Ｒと響板９の間の距離が近いので、楽音以外の音が収音されにくくなることに
より、ノイズの混入を抑制することができる。また、既存のアコースティックピアノに録
音装置１を付加するだけで、優れた音質で録音することができる。
【００６７】
　さらに、グランドピアノ２の最低音側および最高音側にマイクロホン３１Ｌ，３１Ｒを
配置するので、低音域成分または高音域成分を多く含むアコースティック音を、マイクロ
ホン３１Ｌ，３１Ｒでそれぞれ収音することができ、その結果、アコースティック音を、
全体として音響的にバランス良く録音することができる。
【００６８】
　また、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒが響板２の下面に臨むように取り付けられているの
で、例えば鍵１０の押鍵に伴うアクションの作動に起因するノイズが楽音信号ＳＬ，ＳＲ
に混入するのを抑制することができる。また、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒを響板９の下
面側に配置するので、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒをピアノ本体３に外側から容易にかつ
目立たないように取り付けることができる。
【００６９】
　さらに、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒを響板９の下側に配置するとともに、スピーカ３
７Ｌ，３７Ｒを本持左右板２３Ｌ，２３Ｒ上に配置しているので、スピーカ３７Ｌ，３７
Ｒから放音された楽音が響板９の下側に回り込んで、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒで収音
されるのを抑制でき、それにより、ハウリングを抑制できる。
【００７０】
　また、ケーブル３２Ｌ，３２Ｒは、その大部分がピアノ本体３内に収容されていて、孔
９ａ～９ｃを通って、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒおよび記録装置３３に接続された接続
部が、ピアノ本体３の外側に現れるだけなので、グランドピアノ２の外観を良好に保つこ
とができる。
【００７１】
　さらに、取付機構１１の取付部１３が支柱６に着脱自在に取り付けられているので、マ
イクロホン３１Ｌ，３１Ｒを、既存のピアノの響板９の下面に容易に配置できる。その結
果、ノイズの混入を抑制しながら、響板９からのアコースティック音を良好な音質で収音
することができる。また、演奏を行わないときには、取付機構１１およびマイクロホン３
１Ｌ，３１Ｒを取り外すことが可能になり、それにより、グランドピアノ２の外観をさら
に良好に保つことができる。
【００７２】
　また、取付機構１１の取付部１３が一対の第１面ファスナ１３ａ，１３ｂで構成されて
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いるので、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒの取り付けまたは取り外しを、支柱６に傷を付け
ることなく容易に行うことができる。さらに、第１面ファスナ１３ａ，１３ｂの巻き付け
位置を変えるだけで、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒの取付位置を支柱６に沿って容易に調
整することができる。
【００７３】
　さらに、支持部１４に取り付けた第２面ファスナ１８ｂを、第１面ファスナ１３ａに取
り付けた第２面ファスナ１８ａに係合させるだけで、支持部１４およびマイクロホン３１
Ｌ，３１Ｒを支柱６に容易に取り付けることができる。また、第２面ファスナ１８ａが上
下方向に延びているので、それとの係合位置をずらすだけで、響板９からのマイクロホン
３１Ｌ，３１Ｒの距離を容易に調整できる。その結果、この距離を適切に調整することに
よって、適度なめりはりやクリアさを有するアコースティック音を、マイクロホン３１Ｌ
，３１Ｒで収音することができる。
【００７４】
　また、取付部１３には、支柱６と接触する部位に防振材１７が設けられているので、こ
の防振材１７によって、響板９の振動が支柱６および取付部１３などを介して、マイクロ
ホン３１Ｌ，３１Ｒに伝達されるのを抑制することができる。したがって、それに起因す
るノイズの楽音信号ＳＬ，ＳＲへの混入を抑制することができる。
【００７５】
　さらに、低音域用のマイクロホン３１Ｌには、その下端部に音響反射板１９Ｌが設けら
れているので、響板９から放音されたアコースティック音が床で反射した場合、この反射
音は、音響反射板１９Ｌで反射されることによって、マイクロホン３１Ｌに到達しにくく
なる。その結果、マイクロホン３１Ｌによる反射音の収音を抑制でき、低音域用のマイク
ロホン３１Ｌで収音されるアコースティック音の音質を向上させることができる。
【００７６】
　また、高音域用のマイクロホン３１Ｒには、その下端部に第１音響反射板２０Ｒ１が、
上方には第２音響反射板２０Ｒ２が設けられているので、響板９から放音されたアコース
ティック音を、第２音響反射板２０Ｒ２で反射することによって、アコースティック音が
マイクロホン３１Ｒに直接、収音されるのを防止できる。その結果、収音されたアコース
ティック音において、高音域成分が過度に強調されることがなくなる。また、放音された
アコースティック音を、第１音響反射板２０Ｒ１で反射した後、マイクロホン３１Ｒで収
音することによって、良好な音質と平坦な音量バランスを得ることができる。
【００７７】
　図８および図９は、本発明の第２実施形態による録音装置１を適用したアップライトピ
アノ４１を示してる。なお、以下の説明において、上述した第１実施形態と同じ構成につ
いては、同じ参照番号を付し、その詳細な説明は省略するものとする。これらの図に示す
ように、アップライトピアノ４１のピアノ本体４２は、左右の親板４３，４３と、親板４
３，４３間の前面上部を覆う上前板４４と、親板４３，４３間の前面下半部を覆う下前板
４５と、親板４３，４３間に水平に固定された棚板５と、親板４３，４３間などの上面を
覆う水平な屋根４６と、上下方向に延びる６本の支柱４７、および打ち廻し（図示せず）
などを組み立てることによって構成された支柱組立品４８と、支柱組立品４８の前面に取
り付けられた響板４９などを備えている。
【００７８】
　最低音側および最高音側からそれぞれ２つ目の支柱４７，４７には、取付機構１１，１
１を介して低音域用および高音域用のマイクロホン３１Ｌ，３１Ｒが、響板４９の背面に
臨むように取り付けられている。響板４９のマイクロホン３１Ｌ，３１Ｒ付近には、孔４
９ａ，４９ｂが形成されており、ケーブル３２Ｌは、孔４９ａを通って低音域側のマイク
ロホン３１Ｌに、ケーブル３２Ｒは、孔４９ｂを通って高音域側のマイクロホン３１Ｒに
、それぞれ接続されている。また、下前板４５の高音側の上端部には、孔（図示せず）が
形成されており、この孔を通ってケーブル３２Ｌ，３２Ｒが録音装置３３に接続されてい
る。さらに、屋根４６には、左右の前部にスピーカ３７Ｌ，３７Ｒが配置されている。
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【００７９】
　以上の構成においても、アップライトピアノ４１の演奏時には、響板４９の背面から放
音されたアコースティック音のうち、低音域成分を多く含むアコースティック音は、低音
域用のマイクロホン３１Ｌによって直接、収音され、高音域成分を多く含むアコースティ
ック音は、高音域用のマイクロホン３１Ｒでの直接の収音が第２音響反射板２０Ｒ２によ
って阻止されるとともに、第１音響反射板２０Ｒ１で前方に反射した後、マイクロホン３
１Ｒで収音される。また、壁などで反射した反射音は、音響反射板１９Ｌおよび第１音響
反射板２０Ｒ１によって遮音される。
【００８０】
　以上のように、本実施形態においても、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒを支柱４７に取り
付けているので、響板４９の背面に臨むように配置し、響板４９からのアコースティック
音のみをほぼ含むようにアコースティック音を収音できる。また、低音域用の音響反射板
１９Ｌおよび高音域用の第１および第２音響反射板２０Ｒ１，２０Ｒ２によって、マイク
ロホン３１Ｌ，３１Ｒで収音される楽音ごとに音質を調整することができる。その結果、
アコースティック音を優れた音質で録音することができるなど、第１実施形態のグランド
ピアノ２の場合と同様の効果を得ることができる。また、スピーカ３７Ｌ，３７Ｒを屋根
４６の前部、すなわちマイクロホン３１Ｌ，３１Ｒの前側に配置することによって、スピ
ーカ３７Ｌ，３７Ｒから放音された楽音がマイクロホン３１Ｌ，３１Ｒで収音されるのを
抑制でき、ハウリングを抑制することができる。
【００８１】
　なお、本発明は、説明した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。例えば、実施形態では、マイクロホン３１Ｌ，３１Ｒを支柱６，４７に取り付
けているが、ピアノ本体３の他の適当な部位、例えば棚板５や側板４などに取り付けても
よい。その場合には、取付機構１１の取付部１３を省略し、第２面ファスナ１８ａを、ピ
アノ本体３に直接、取り付ければよい。また、実施形態では、マイクロホン３１Ｌ，３１
Ｒとして、ケーブル３２Ｌ，３２Ｒを接続した有線タイプのものを用いているが、ケーブ
ル３２Ｌ，３２Ｒが不要なワイアレスマイクロホンを用いてもよい。その場合、マイクロ
ホン３１Ｌ，３１Ｒを響板９，４９の下面側または背面側はもとより、ピアノ本体３，４
２内にも容易に配置することができ、その結果、アコースティックピアノの外観をさらに
良好に保つことができる。
【００８２】
　さらに、実施形態では、高音域用のマイクロホン３１Ｒと響板９，４９との間に第２音
響反射板２０Ｒ２を設けているが、これを省略してもよい。その場合には、響板９，４９
からの高音域用のマイクロホン３１Ｒの距離をより大きく設定すればよく、それにより、
それぞれのマイクロホン３１Ｌ，３１Ｒにおいて、良好な音質のアコースティック音を収
音することができる。
【００８３】
　また、実施形態では、記録装置３３は、アコースティック音に応じた楽音信号をそのま
ま記録しているが、その楽音信号に音響効果を付加してもよい。これにより、好みに応じ
た音響効果を得ることができる。さらに、実施形態では、録音時に、ＣＤ－Ｒ３５ａを記
録媒体とし、デジタルの楽音信号ＳＬＤ，ＳＲＤを記録しているが、例えば磁気テープな
どを記録媒体とし、アナログの楽音信号を記録してもよい。その他、本発明の趣旨の範囲
内で、細部を適宜、変更することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の第１実施形態による録音装置、およびこれを適用したグランドピアノの
斜視図である。
【図２】図１のグランドピアノの一部を省略した底面図である。
【図３】高音域側の支柱、取付機構、マイクロホンおよび第１および第２音響反射板の側
面図である。
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【図４】図３の取付部の側面図である。
【図５】図１の（ａ）低音域用および（ｂ）高音域用の支持部および音響反射板の各側面
図である。
【図６】図５の（ａ）低音域用および（ｂ）高音域用の支持部および音響反射板の各斜視
図である。
【図７】図１の録音装置の一部を示すブロック図である。
【図８】本発明の第２実施形態による録音装置、およびこれを適用したアップライトピア
ノの斜視図である。
【図９】図８のアップライトピアノの背面図である。
【符号の説明】
【００８５】
　　　１　録音装置
　　　２　グランドピアノ（アコースティックピアノ）
　　　３　ピアノ本体
　　　５　鍵
　　　６　支柱
　　　９　響板
　　９ａ　孔
　　９ｂ　孔
　　９ｃ　孔
　　１１　取付機構
　　１３　取付部
　　１４　支持部
　１３ａ　第１面ファスナ
　１３ｂ　第１面ファスナ
　　１７　防振材
　１８ａ　第２面ファスナ（調整手段）
　１８ｂ　第２面ファスナ（調整手段）
　１９Ｌ　第１音響反射板（音響部材）
２０Ｒ１　第１音響反射板（第１音響部材）
２０Ｒ２　第２音響反射板（第２音響部材）
　３１Ｌ　低音域用のマイクロホン
　３１Ｒ　高音域用のマイクロホン
　３２Ｌ　ケーブル（伝送手段）
　３２Ｒ　ケーブル（伝送手段）
　　３３　記録装置
　３７Ｌ　スピーカ
　３７Ｒ　スピーカ
　　４１　アップライトピアノ（アコースティックピアノ）
　　４２　ピアノ本体
　　４７　支柱
　　４９　響板
　４９ａ　孔
　４９ｂ　孔
　　ＳＬ　楽音信号
　　ＳＲ　楽音信号
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