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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鍵の後側上部に設けられたキャプスタンと、
　前記キャプスタンの上側に設けられ、押鍵操作に応じて前記キャプスタンの前側に設け
られている伝達保持軸を中心に回転する伝達部材と、
　前記伝達部材の回転に応じて回転して前記鍵にアクション荷重を付与するハンマー部材
と、
　を備え、
　前記ハンマー部材は、ハンマーアームとハンマーヘッドとを備え、前記ハンマーアーム
の一端部に設けられたハンマー回転中心が前記ハンマーヘッドの後側に配置され、
　前記伝達保持軸は、前記キャプスタンよりも前記鍵の前部側に配置され、前記ハンマー
ヘッドは、前記伝達保持軸よりも前記鍵の前部側に配置されることを特徴とする鍵盤装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の鍵盤装置において、前記伝達部材は、伝達本体部と回転保持部とを備
え、前記伝達本体部の一端部に設けられた前記回転保持部の伝達回転中心が前記伝達本体
部の前側に配置されていることを特徴とする鍵盤装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の鍵盤装置において、前記ハンマーアームは、前記ハンマー回転中心が
前記鍵の後部上方に配置され、前記伝達部材は、前記回転保持部の前記伝達回転中心が前
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記鍵を回転可能に支持する鍵支持軸のほぼ上方に配置され、前記伝達本体部の後部が前記
ハンマーアームの前記ハンマー回転中心側に配置されていることを特徴とする鍵盤装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の鍵盤装置において、前記伝達部材を保持する伝達レールは、前記鍵を
回転可能に支持する前記鍵支持軸上に支持されていることを特徴とする鍵盤装置。
【請求項５】
　請求項２～請求項４のいずれかに記載の鍵盤装置において、前記ハンマー部材の前記ハ
ンマーアームは、前記ハンマー回転中心から前記ハンマーヘッドまでの長さが、前記伝達
部材の前記伝達本体部の前後方向の長さよりも長いことを特徴とする鍵盤装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれかに記載の鍵盤装置において、前記ハンマー部材を保持す
るハンマー支持レールは、その後端部が前記鍵の後端部の上方に配置されていることを特
徴とする鍵盤装置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれかに記載の鍵盤装置において、前記ハンマー部材の前記ハ
ンマー回転中心は、前記伝達部材が前記鍵に当接する当接部よりも前記鍵の後部側に配置
され、前記伝達部材と前記ハンマー部材とを連動させる連動部は、前記鍵の前後方向にお
ける前記ハンマー部材の前記ハンマー回転中心と前記鍵の前記当接部との間に配置されて
いることを特徴とする鍵盤装置。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれかに記載された鍵盤装置と、
　前記鍵盤装置の前記鍵の操作に応じて楽音を発生させる発音部と、
を備えていることを特徴とする鍵盤楽器。
【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に用いられる鍵盤装置およびそれを備えた鍵盤楽器
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ピアノなどの鍵盤装置においては、特許文献１に記載されているように、ベー
ス板上に鍵支持軸であるバランスピンによって上下方向に回転可能に支持された鍵と、こ
の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造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】
　この種の鍵盤装置は、鍵の押鍵操作によるウイペンの回転動作に応じて駆動されたジャ
ックによって回転するハンマー部材が、ハンマーアームとハンマーヘッドとを備え、ハン
マーアームの一端部に設けられたハンマー回転中心が鍵のバランスピンの上方に位置する
箇所よりも鍵の後部側に配置され、ハンマーアームの他端部に設けられたハンマーヘッド
が鍵のほぼ後端部の上方に配置された構造になっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような鍵盤装置では、ハンマーアームのハンマー回転中心の位置を変えずに、ハン
マー部材の前後方向の長さを長くすると、ハンマーヘッドが鍵の後端部よりも後方に突出
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し、鍵の前後方向における装置全体の長さが長くなるが、装置全体のコンパクト化を図り
たいというニーズがある。
【０００６】
　この発明が解決しようとする課題は、ハンマー部材の前後方向の長さを長くしても、装
置全体のコンパクト化を図ることができる鍵盤装置およびそれを備えた鍵盤楽器を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の一態様は、鍵の後側上部に設けられたキャプスタンと、前記キャプスタンの
上側に設けられ、押鍵操作に応じて前記キャプスタンの前側に設けられている伝達保持軸
を中心に回転する伝達部材と、前記伝達部材の回転に応じて回転して前記鍵にアクション
荷重を付与するハンマー部材と、を備え、前記ハンマー部材は、ハンマーアームとハンマ
ーヘッドとを備え、前記ハンマーアームの一端部に設けられたハンマー回転中心が前記ハ
ンマーヘッドの後側に配置され、前記伝達保持軸は、前記キャプスタンよりも前記鍵の前
部側に配置され、前記ハンマーヘッドは、前記伝達保持軸よりも前記鍵の前部側に配置さ
れることを特徴とする鍵盤装置である。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、装置全体のコンパクト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【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矢視における拡大断面図である。
【図３】図２に示された鍵盤装置の鍵を押鍵した状態を示した拡大断面図である。
【図４】図２に示された伝達部材および伝達保持部材の各一部を示し、（ａ）はその拡大
平面図、（ｂ）はそのＢ－Ｂ矢視における要部の拡大断面図である。
【図５】図２に示された伝達部材を示し、（ａ）はその拡大側面図、（ｂ）はそのＣ－Ｃ
矢視における拡大断面図である。
【図６】図２に示されたハンマー部材およびハンマー保持部材の各一部を示し、（ａ）は
その拡大平面図、（ｂ）はそのＤ－Ｄ矢視における要部の拡大断面図である。
【図７】図２に示されたハンマー部材を示し、（ａ）はその拡大側面図、（ｂ）はその拡
大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図１～図７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～図３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。
【００１１】
　複数の鍵２は、図１～図３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鍵支持軸であるバランスピン
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。
【００１２】
　すなわち、白鍵２ａと黒鍵２ｂとは、図１～図３に示すように、その前後方向の長さが
異なり、白鍵２ａの長さが黒鍵２ｂの長さよりも長く形成されている。この場合、白鍵２
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ａと黒鍵２ｂとは、その各後端部（図２では左端部）が同じ位置に配置されている。また
、白鍵２ａは、鍵支持軸であるバランスピン４ａによってベース板５上に支持されている
。黒鍵２ｂは、鍵支持軸であるバランスピン４ｂによってベース板５上に支持されている
。
【００１３】
　これに伴って、ベース板５上には、図２および図３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白鍵２ａ用のクッション材
６ａと黒鍵２ｂ用のクッション材６ｂとが鍵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。
【００１４】
　これにより、複数の鍵２は、図２および図３に示すように、前部側のクッション材６ａ
、６ｂと後部側のクッション材７とによって、各鍵ストロークが設定されている。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白鍵２
ａ用のガイドピン８ａと黒鍵２ｂ用のガイドピン８ｂとがそれぞれ起立して設けられてい
る。
【００１５】
　アクション機構３は、図２および図３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。この場合、複数の鍵２は、複数の伝達部材１
０の各重量によって、バランスピン４ａ、４ｂを中心に反時計回りに回転し、初期位置に
押し上げられた状態で、初期荷重が付与されている。
【００１６】
　また、このアクション機構３は、図２および図３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材１３と、を備えている。複数の伝達保持
部材１２は、鍵２の配列方向に沿って配置された伝達支持レール１４上に取り付けられて
いる。また、複数のハンマー保持部材１３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１５上に取り付けられている。
【００１７】
　これら伝達支持レール１４およびハンマー支持レール１５は、図２および図３に示すよ
うに、複数のレール支持部材１６に支持されて、複数の鍵２の上方に配置されている。複
数のレール支持部材１６は、図１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いる
。
【００１８】
　この場合、複数の鍵２は、図１に示すように、全体で例えば８８個配列されている。こ
れに応じて、複数のレール支持部材１６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間との複数個所に配置されている。すな
わち、この実施形態では、レール支持部材１６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。
【００１９】
　これら複数のレール支持部材１６は、ＡＢＳ樹脂などの硬質の合成樹脂からなり、図２
および図３に示すように、ベース板５上に取り付けられる取付部１６ａと、この取付部１
６ａ上に一体に設けられたブリッジ部１６ｂと、を有している。これにより、レール支持
部材１６は、取付部１６ａ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１６
ｂが鍵２の上方に突出した状態で、複数の鍵２の後部側に配置されている。
【００２０】
　この場合、ブリッジ部１６ｂの前端下部、つまり取付部１６ａの前側上部（図２では右
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側上部）には、図２および図３に示すように、鍵支持軸であるバランスピン４ａ、４ｂの
後部側に位置する上方に伝達支持レール１４を支持する伝達レール支持部１６ｃが設けら
れている。また、ブリッジ部１６ｂの後側上部（図２では左側上部）には、鍵２の後端部
の上方にハンマー支持レール１５を支持するハンマーレール支持部１６ｄが設けられてい
る。
【００２１】
　さらに、ブリッジ部１６ｂの前側上部（図２では右側上部）には、図２および図３に示
すように、後述する上限ストッパレール３４を保持するストッパレール支持部１６ｅが設
けられている。また、ブリッジ部１６ｂの上端部には、後述する基板支持レール３７を保
持する基板レール支持部１６ｆが設けられている。
【００２２】
　伝達支持レール１４は、図２および図３に示すように、帯板の両側部をその長手方向に
沿って下側に向けて折り曲げたものであり、複数の鍵２の配列方向の全長に亘って設けら
れている。この伝達支持レール１４は、鍵２の配列方向における所定箇所（５箇所）が複
数のレール支持部材１６の各伝達レール支持部１６ｃ上に取り付けられている。
【００２３】
　これにより、伝達支持レール１４は、図２および図３に示すように、鍵２のバランスピ
ン４ａ、４ｂの後部側に位置する上方に配置され、この状態で伝達支持レール１４の前端
下部（図２では右側下部）が、黒鍵２ｂ用のバランスピン４ｂの上端部に配置されて支持
されている。
【００２４】
　この伝達支持レール１４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１７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１７は、金属板からなり、複数のレール支持部材１６に対応
する伝達支持レール１４上の所定箇所（５箇所）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】
　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４（ａ）および図
４（ｂ）に示すように、本体板１２ａと複数の軸支持部１８とを備えている。本体板１２
ａ上には、複数の軸支持部１８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設けられている。この軸支持部１８は、伝達部材１０が回転自在に
取り付けられて伝達部材１０の横触れを防ぐようになっている。
【００２６】
　すなわち、軸支持部１８は、図４（ａ）および図４（ｂ）に示すように、一対のガイド
壁１８ａと、これら一対のガイド壁１８ａ間に設けられた伝達保持軸１８ｂと、を有して
いる。一対のガイド壁１８ａは、伝達保持部材１２の本体板１２ａ上の前端部（図４（ａ
）では右端部）に、複数の伝達部材１０それぞれと対応する状態で設けられている。
【００２７】
　これら一対のガイド壁１８ａは、図４（ａ）に示すように、伝達部材１０の後述する伝
達嵌合部２１を両側から摺動可能に挟んだ状態で、伝達部材１０の伝達嵌合部２１を回転
可能にガイドするガイド部になっている。伝達保持軸１８ｂは、図４（ｂ）に示すように
、ほぼ丸棒状をなし、その外周面の両側が切り欠かれていることにより、断面形状が非円
形状に形成されている。この伝達保持軸１８ｂは、図２および図３に示すように、鍵２の
バランスピン４ａ、４ｂの後部側の上方に配置されるようになっている。
【００２８】
　また、この伝達保持部材１２は、図４（ａ）および図４（ｂ）に示すように、梱包輸送
時に伝達部材１０の横触れを規制する規制部１９を有している。この規制部１９は、伝達
保持部材１２の本体板１２ａの後部（図４（ａ）では左側部）上に各伝達部材１０と対応
して設けられた一対の規制壁である。この規制部１９は、伝達部材１０の前側下部を挟ん
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
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れを規制するようになっている。
【００２９】
　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～図５に示すように
、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２０と、この伝達本体部２０に一体に設けられて伝達保持部材１２の伝達保持
軸１８ｂに回転自在に取り付けられる回転保持部である伝達嵌合部２１と、を有している
。
【００３０】
　伝達本体部２０は、図５（ａ）および図５（ｂ）に示すように、ほぼワッフル形状に形
成されている。すなわち、この伝達本体部２０は、厚みの薄い縦板部２０ａと、この縦板
部２０ａの外周部および両側面にほぼ格子状に設けられ複数のリブ部２０ｂと、を有し、
これらがワッフル形状に形成されている。この場合、伝達本体部２０は、縦板部２０ａの
形状や厚みおよび複数のリブ部２０ｂの形成密度によって、伝達部材１０の重量が調整さ
れている。
【００３１】
　また、この伝達部材１０は、図５（ａ）および図５（ｂ）に示すように、その伝達本体
部２０の縦板部２０ａの厚みが薄く形成されていても、複数のリブ部２０ｂによって強度
が確保されている共に、合成樹脂で成形する際に、複数のリブ部２０ｂによって縦板部２
０ａにヒケが発生するのを防ぐようになっている。
【００３２】
　伝達嵌合部２１は、図２、図３および図５に示すように、全体がＣ字形状に形成され、
伝達本体部２０の前端部（図５（ａ）では右端部）から前方に突出して設けられている。
すなわち、この伝達嵌合部２１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１８の一対のガイド壁１８ａ間の長さとほぼ同じ長さで設けられて、一対のガイド
壁１８ａ間に摺動可能に挿入されるようになっている。
【００３３】
　また、この伝達嵌合部２１は、図５（ａ）に示すように、その中心部に伝達保持部材１
２の伝達保持軸１８ｂが嵌合する嵌合孔２１ａが設けられている。この嵌合孔２１ａは、
伝達部材１０の伝達回転中心である。この嵌合孔２１ａの周囲における一部、つまり嵌合
孔２１ａの周囲における前部には、伝達保持軸１８ｂが挿脱可能に挿入される挿入口２１
ｂが設けられている。
【００３４】
　これにより、伝達嵌合部２１は、図２および図３に示すように、挿入口２１ｂを通して
伝達保持軸１８ｂが嵌合孔２１ａに挿入された際に、伝達保持軸１８ｂに回転可能に取り
付けられるようになっている。この場合、伝達嵌合部２１は、鍵２のバランスピン４ａ、
４ｂにおける後部側の上方に配置されている。
【００３５】
　また、この伝達部材１０の伝達本体部２０は、図２、図３および図５に示すように、そ
の下部が鍵２の上面に向けて突出して設けられている。この伝達本体部２０の下端部には
、伝達フェルト２２が設けられている。この伝達フェルト２２は、鍵２の後側上部に設け
られたキャプスタン２３に上方から当接するようになっている。
【００３６】
　これにより、伝達部材１０は、図２および図３に示すように、鍵２が押鍵された際に、
鍵２のキャプスタン２３によって伝達フェルト２２が押し上げられることにより、伝達保
持軸１８ｂを中心に時計回りに回転するようになっている。また、この伝達部材１０の伝
達本体部２０は、その後端上部が前端上部よりも高い位置に配置されていることにより、
上辺部が前下がり（図２では右下がり）に傾斜するようになっている。
【００３７】
　この伝達本体部２０の後端上部には、図２、図３および図５（ａ）に示すように、支持
部２０ｃが上方に向けて突出して設けられている。すなわち、この支持部２０ｃは、後述
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するハンマー部材１１に当接することなく、ハンマー部材１１の側面に沿って上下方向に
移動するようになっている。また、この支持部２０ｃの側面には、後述する連動部２４の
連動突起部２４ａが設けられている。
【００３８】
　一方、ハンマー支持レール１５は、図１～図３に示すように、伝達支持レール１４と同
様、帯板の両側部をその長手方向に沿って下側に向けて折り曲げたものであり、複数の鍵
２の配列方向の全長に亘って設けられている。このハンマー支持レール１５は、鍵２の配
列方向における所定箇所（５箇所）が複数のレール支持部材１６の各ハンマーレール支持
部１６ｄ上に取り付けられている。この場合、ハンマー支持レール１５は、その後端部（
図２では左端部）が鍵２の後端部の上方に位置した状態で配置されている。
【００３９】
　このハンマー支持レール１５上には、図２および図３に示すように、複数のハンマー保
持部材１３が鍵２の配列方向に沿って取り付けられている。ハンマー保持部材１３は、Ａ
ＢＳ樹脂などの硬質の合成樹脂からなり、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、上
方が開放されたレール状の本体板１３ａと軸支持部２５とを備えている。レール状の本体
板１３ａの前端部には、軸支持部２５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設けられている。
【００４０】
　この軸支持部２５は、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、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の横振れを防ぐようになっている。すなわ
ち、この軸支持部２５は、一対のガイド壁２５ａと、これら一対のガイド壁２５ａ間にそ
れぞれ設けられたハンマー保持軸２５ｂと、を有している。
【００４１】
　一対のガイド壁２５ａは、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、本体板１３ａの
後端部（図６（ｂ）では右端部）に、複数のハンマー部材１１それぞれと対応して設けら
れている。これら一対のガイド壁２５ａは、ハンマー部材１１の後述するハンマー嵌合部
２８を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２８を回転
可能にガイドするガイド部になっている。
【００４２】
　ハンマー保持軸２５ｂは、図６（ｂ）に示すように、ほぼ丸棒状をなし、伝達保持軸１
８ｂと同様、その外周面の両側が切り欠かれていることにより、断面形状が非円形状に形
成されている。この場合、ハンマー保持軸２５ｂは、図２および図３に示すように、伝達
本体部２０の後端部の上方、つまり鍵２の前後方向における鍵２のキャプスタン２３と鍵
２の後端部との間に対応する状態で、ハンマー支持レール１５上に配置されている。
【００４３】
　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７（ａ）および図
７（ｂ）に示すように、ハンマーヘッド２６とハンマーアーム２７とを有し、これらが一
体に設けられている。ハンマーヘッド２６は、杓子形状の縦板部２６ａと複数のリブ部２
６ｂとを備えている。複数のリブ部２６ｂは、縦板部２６ａの外周部およびその両側面に
設けられている。このハンマーヘッド２６は、杓子形状の縦板部２６ａの形状および複数
のリブ部２６ｂの形成密度によって、ハンマー部材１１の重量が調整されるようになって
いる。
【００４４】
　ハンマーアーム２７は、図２、図３および図７に示すように、前後方向の長さが伝達部
材１０の前後方向の長さよりも長い横板部２７ａと、この横板部２７ａの外周部および両
側面に設けられたリブ部２７ｂとを備えている。このハンマーアーム２７の後端部（図７
（ａ）では左端部）には、ハンマー保持部材１３に回転自在に取り付けられるハンマー部
材１１のハンマー回転中心であるハンマー嵌合部２８が設けられている。
【００４５】
　このハンマー嵌合部２８は、図７（ａ）および図７（ｂ）に示すように、伝達嵌合部２
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１と同様、全体が逆Ｃ字形状に形成され、ハンマーアーム２７の後端部に後方に突出して
設けられている。すなわち、このハンマー嵌合部２８は、図６（ａ）に示すように、鍵２
の配列方向の厚みが一対のガイド壁２５ａ間とほぼ同じ長さで設けられて、一対のガイド
壁２５ａ間に摺動可能に挿入されるようになっている。
【００４６】
　また、このハンマー嵌合部２８は、図７（ａ）および図７（ｂ）に示すように、その中
心にハンマー保持部材１３のハンマー保持軸２５ｂが嵌合する嵌合孔２８ａが設けられて
いる。この嵌合孔２８ａの周囲における一部、つまり嵌合孔２８ａの周囲における後部に
は、ハンマー保持軸２５ｂが挿脱可能に挿入される挿入口２８ｂが設けられている。
【００４７】
　このハンマー嵌合部２８は、図７（ａ）および図７（ｂ）に示すように、挿入口２８ｂ
を通してハンマー保持軸２５ｂが嵌合孔２８ａに挿入されることにより、ハンマー保持軸
２５ｂに回転可能に取り付けられるようになっている。このハンマー嵌合部２８は、図２
および図３に示すように、伝達本体部２０の後端部の上方、つまり鍵２の前後方向におけ
る鍵２のキャプスタン２３と鍵２の後端部との間に位置する箇所の上方に配置されている
。
【００４８】
　また、ハンマーアーム２７の後端下部には、図７（ａ）および図７（ｂ）に示すように
、取付部２７ｃが下方に向けて突出して設けられている。すなわち、この取付部２７ｃは
、伝達部材１０の支持部２０ｃの側面に対面し、この状態で支持部２０ｃの側面に沿って
上下方向に移動するようになっている。また、この取付部２７ｃには、後述する連動部２
４の連動突起部２４ａが挿入する連動孔２４ｂが設けられている。
【００４９】
　また、このハンマーアーム２７は、図２および図３に示すように、その前端下部（図２
では右端下部）が下限ストッパ３０に上方から当接することにより、初期位置である下限
位置に規制されるようになっている。すなわち、この下限ストッパ３０は、フェルトなど
のクッション材で形成されている。
【００５０】
　この下限ストッパ３０は、図２および図３に示すように、伝達支持レール１４上に設け
られた複数のストッパ支持部１７に支持された下限ストッパレール３１上に取り付けられ
ている。これにより、ハンマー部材１１は、ハンマーアーム２７の前端下部が下限ストッ
パ３０に上方から当接することにより、前下がりに傾斜した状態で、初期位置に位置規制
される。
【００５１】
　また、このハンマーアーム２７は、図２、図３および図７に示すように、鍵２が押鍵操
作された際に、ハンマーアーム２７の前端上部に設けられたストッパ当接部３２が上限ス
トッパ３３に下方から当接することにより、上限位置が規制されている。この上限ストッ
パ３３は、下限ストッパ３０と同様、フェルトなどのクッション材で形成され、複数のレ
ール支持部材１６の各ストッパレール支持部１６ｅに取り付けられた上限ストッパレール
３４の下面に取り付けられている。
【００５２】
　この場合、上限ストッパレール３４は、図２、図３および図７に示すように、金属製の
帯板を断面ほぼＺ字状に折り曲げたものであり、複数の鍵２の配列方向における全長に亘
って配置されている。これにより、ハンマー部材１１は、ハンマーアーム２７がハンマー
保持部材１３のハンマー保持軸２５ｂを中心に反時計回りに回転した際に、ハンマーアー
ム２７の前端上部に設けられたストッパ当接部３２が上限ストッパ３３に下方から当接す
ることにより、上限位置が規制される。
【００５３】
　一方、ハンマーアーム２７の後端上部には、図７（ａ）および図７（ｂ）に示すように
、スイッチ押圧部３５が設けられている。このハンマーアーム２７のスイッチ押圧部３５
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の上方に位置する一対の基板支持レール３７には、図２および図３に示すように、スイッ
チ基板３６が配置されている。これら一対の基板支持レール３７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って配置されている。
【００５４】
　すなわち、これら一対の基板支持レール３７は、図１～図３に示すように、その各水平
部が複数のレール支持部材１６の各基板レール支持部１６ｆ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３６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３６が例えば４つに分割されて２０個程度の各
鍵２に対応する長さで、一対の基板支持レール３７上に取り付けられている。
【００５５】
　これらスイッチ基板３６の下面には、図２および図３に示すように、ゴムスイッチ３８
がそれぞれ設けられている。このゴムスイッチ３８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３８ａが複数のハンマーアーム２７にそれぞれ対応して設けられて
いる。この膨出部３８ａの内部には、スイッチ基板３６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（図示せず）がハンマーアーム２７
の前後方向に沿って設けられている。
【００５６】
　これにより、ゴムスイッチ３８は、図２および図３に示すように、ハンマー部材１１が
ハンマー保持部材１３のハンマー保持軸２５ｂを中心に反時計回りに回転して、ハンマー
アーム２７のスイッチ押圧部３５によって下側から押圧された際に、逆ドーム状の膨出部
３８ａが弾性変形して、複数の可動接点が時間間隔をもって順次、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なっている。そ
して、このスイッチ信号は、音源部３６ａに供給され、鍵２の押鍵強さに応じた楽音が生
成される。
【００５７】
　ところで、連動部２４は、図２、図３、図５および図７に示すように、伝達部材１０の
支持部２０ｃに設けられた連動突起部２４ａと、ハンマー部材１１の取付部２７ｃに設け
られて連動突起部２４ａが挿入する連動孔２４ｂと、を有し、これら連動突起部２４ａと
連動孔２４ｂとによって伝達部材１０とハンマー部材１１とを連結している。
【００５８】
　これにより、連動部２４は、図２、図３、図５および図７に示すように、押鍵操作され
た鍵２に対応する伝達部材１０の回転動作を連動突起部２４ａと連動孔２４ｂとによって
ハンマー部材１１に伝達させて、ハンマー部材１１を鍵２の押鍵操作に連動させて回転さ
せるようになっている。
【００５９】
　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。
　この鍵盤装置１では、鍵２が押鍵操作されていない初期状態のときに、伝達部材１０が
その自重で伝達保持部１２の伝達保持軸１８ｂを中心に図２において反時計回りに回転し
て、伝達本体部２０の下面に設けられた伝達フェルト２２が鍵２のキャプスタン２３に上
方から当接する。
【００６０】
　このときには、伝達部材１０の重量、つまり伝達本体部２０の縦板部２０ａの形状や厚
みおよび複数のリブ部２０ｂ、２２ｃの形成密度によって設定されている重量が鍵２のキ
ャプスタン２３に上方から加わる。これにより、鍵２が伝達部材１０によって押されてバ
ランスピン４ａ、４ｂを中心に図２において反時計回りに回転し、鍵２の後端部がクッシ
ョン材７に当接して、鍵２が初期位置に規制されると共に、伝達部材１０も初期位置に規
制される。
【００６１】
　また、このときには、ハンマー部材１１がその自重でハンマー保持部材１３のハンマー
保持軸２５ｂを中心に図２において時計回りに回転して、ハンマーアーム２７が下限スト
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ッパ３６に上方から当接して下限位置に規制される。この状態では、ハンマー部材１１の
スイッチ押圧部３５がスイッチ基板３６のゴムスイッチ３８から下側に離れた位置に配置
される。このため、ゴムスイッチ３８は、その膨出部３８ａが膨張した自由状態になり、
複数の可動接点が固定接点（いずれも図示せず）から離れることにより、オフ状態になる
。
【００６２】
　次に、このような状態の鍵２を押鍵操作して演奏する場合について説明する。
　この場合には、鍵２が押鍵操されると、鍵２がバランスピン４ａ、４ｂを中心に図３に
おいて時計回りに回転し、鍵２のキャプスタン２３が伝達部材１０を押し上げる。このと
きには、伝達部材１０の重量である伝達本体部２０の縦板部２０ａの形状や厚みおよび複
数のリブ部２０ｂの形成密度によって設定されている重量が、鍵２に初期荷重として付与
される。
【００６３】
　これにより、伝達部材１０がその自重に抗して伝達保持部材１２の伝達保持軸１８ｂを
中心に図２において時計回りに回転する。すると、伝達部材１０の回転動作が連動部２４
によってハンマー部材１１に伝達され、ハンマー部材１１がその自重に抗して押上げられ
る。すなわち、伝達部材１０が図２において時計回りに回転すると、伝達部材１０の回転
に伴って、図３に示すように、連動部２４の連動突起部２４ａが連動孔２４ｂを押し上げ
る。
【００６４】
　これにより、ハンマー部材１１がハンマー保持部材１３のハンマー保持軸２５ｂを中心
に図３において反時計回りに回転して、鍵２にアクション荷重を付与する。すなわち、ハ
ンマー部材１１がハンマー保持軸２５ｂを中心に図２において反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。こ
の場合、ハンマーアーム２７は、図２に示すように、鍵２の前後方向の長さが伝達部材１
０の前後方向の長さよりも長く、このハンマーアーム２７の前端部にハンマーヘッド２６
が設けられている。
【００６５】
　この状態で、ハンマーアーム２７のハンマー嵌合部２８がハンマー保持軸２５ｂに回転
可能に取り付けられているので、ハンマー部材１１がハンマー保持軸２５ｂを中心に図２
において反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する。
この慣性モーメントによる負荷が連動部２４および伝達部材１０を介して鍵２にアクショ
ン荷重として付与される。これにより、アコースティックピアノの鍵タッチ感に近似した
鍵タッチ感が得られる。
【００６６】
　このようにハンマー部材１１がハンマー保持軸２５ｂを中心に反時計回りに回転すると
、図３に示すように、ハンマーアーム２７のスイッチ押圧部３５がスイッチ基板３６に設
けられたゴムスイッチ３８の逆ドーム状の膨出部３８ａを下側から押圧する。これにより
、逆ドーム状の膨出部３８ａが弾性変形して、膨出部３８ａ内の複数の可動接点が時間間
隔をもって順次、複数の固定接点に接触する。
【００６７】
　このときには、押鍵された鍵２に応じたスイッチ信号が音源部３６ａに供給され、この
音源部３６ａで楽音データが生成され、この生成された楽音データに基づいて発音部とし
てのスピーカ（図示せず）から楽音を発生する。そして、ハンマー部材１１がハンマー保
持軸２５ｂを中心に更に反時計回りに回転すると、図３に示すように、ハンマーアーム２
７のストッパ当接部３２が上限ストッパ３３に下側から当接して、ハンマー部材１１の反
時計回りの回転が規制されて停止される。
【００６８】
　この後、鍵２が初期位置に戻る離鍵動作（復帰動作）を開始する。このときには、連動
突起部２４ａが連動孔２４ｂに挿入されて、ハンマー部材１１と伝達部材１０とが連動部
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２４によって連結された状態で、ハンマー部材１１がその自重で時計回りに回転して初期
位置に戻ると共に、伝達部材１０がその自重およびハンマー部材１１の重量によって反時
計回りに回転して初期位置に戻る。これにより、鍵２のキャプスタン２３が伝達部材１０
によって押し下げられて、図２に示すように、鍵２が初期位置に戻る。
【００６９】
　このように、この電子鍵盤楽器の鍵盤装置１によれば、鍵２の押鍵操作に応じて上下方
向に回転する伝達部材１０と、この伝達部材１０の回転に応じて回転して鍵２にアクショ
ン荷重を付与するハンマー部材１１と、を備え、ハンマー部材１１は、ハンマーアーム２
７とハンマーヘッド２６とを備え、ハンマーアーム２７の後端部に設けられたハンマー回
転中心であるハンマー嵌合部２８がハンマーヘッド２６の後側に配置されているので、鍵
２の前後方向におけるハンマー部材１１の長さを長くしても、装置全体のコンパクト化を
図ることができる。
【００７０】
　すなわち、この鍵盤装置１では、ハンマーアーム２７の後端部に設けられたハンマー回
転中心であるハンマー嵌合部２８を鍵２の後部上方に配置させることにより、ハンマーア
ーム２７の前後方向の長さを長くしても、ハンマーアーム２７の前端部に設けられたハン
マーヘッド２６を鍵２の前側に向けて配置させることができる。このため、ハンマー部材
１１を鍵２の後部側に突出させることがなく、ハンマー部材１１を鍵２の上方に良好に配
置させることができ、これによりハンマー部材１１の前後方向の長さを長くしても、装置
全体のコンパクト化を図ることができる。
【００７１】
　また、この鍵盤装置１では、伝達部材１０が伝達本体部２０と回転保持部である伝達嵌
合部２１とを備え、伝達本体部２０の前端部に設けられた伝達回転中心である伝達嵌合部
２１が伝達本体部２０の前側に配置されていることにより、伝達部材１０をハンマー部材
１１の下側にコンパクトに配置させることができる。
【００７２】
　この場合、ハンマーアーム２７は、そのハンマー回転中心であるハンマー嵌合部２８が
鍵２の後部上方に配置されていることにより、ハンマーヘッド２６を鍵２の前側に向けて
配置させることができると共に、ハンマー回転中心であるハンマー嵌合部２８が鍵２の後
端部から後方に突出することがないので、ハンマー部材１１の前後方向の長さを長くして
も、ハンマー部材１１を鍵２の上方に確実にかつ良好に配置させることができる。
【００７３】
　また、伝達部材１０は、回転保持部の伝達回転中心である伝達嵌合部２１が鍵２を回転
可能に支持する鍵支持軸であるバランスピン４ａ、４ｂのほぼ上方に配置され、伝達本体
部２０の後部がハンマーアーム２７のハンマー嵌合部２８側に配置されていることにより
、伝達部材１０を鍵２のバランスピン４ａ、４ｂと鍵２の後端部との間に対応する箇所に
効率良くかつコンパクトに配置させることができる。
【００７４】
　また、ハンマー部材１１を保持するハンマー支持レール１５は、その後端部が鍵２の後
端部の上方に配置されていることにより、鍵２の後端部よりも後方に突出しないようにハ
ンマー支持レール１５を良好に配置させることができ、これによりハンマー支持レール１
５に保持されるハンマー部材１１の後端部を鍵２の後端部よりも後方に突出させずに配置
させることができる。
【００７５】
　すなわち、ハンマー支持レール１５は、伝達部材１０の後部上方に配置され、このハン
マー支持レール１５の上部にハンマー保持部材１３が配置され、このハンマー保持部材１
３にハンマー部材１１の回転保持部であるハンマー嵌合部２８が回転可能に取り付けられ
ていることにより、伝達部材１０の後側上部をハンマー嵌合部２８の前側に位置するハン
マーアーム２７の後部側の下側に対応させることができる。
【００７６】
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　このため、この鍵盤装置１では、鍵２の押鍵操作によって伝達部材１０が回転した際に
、この伝達部材１０の後側上部が、ハンマー嵌合部２８の前側に位置するハンマーアーム
２７の後部側を押し上げて、ハンマー部材１１を回転させることができるので、ハンマー
部材１１の慣性モーメントを高めることができ、これにより鍵２にアクション荷重を良好
に付与することができる。
【００７７】
　この場合、ハンマー部材１１のハンマーアーム２７は、そのハンマー回転中心であるハ
ンマー嵌合部２８からハンマーヘッド２６までの長さが、伝達部材１０の伝達本体部２０
の前後方向の長さよりも長いので、鍵２の後端部側から鍵２の前側に向けてハンマーアー
ム２７の長さを十分に長くすることができると共に、ハンマーアーム２７の前後方向の長
さを長くしても、装置全体が大きくならずに、装置全体のコンパクト化を図ることができ
る。
【００７８】
　また、ハンマー部材１１のハンマー回転中心であるハンマー嵌合部２８は、伝達部材１
０が鍵２に当接する当接部であるキャプスタン２３よりも、鍵２の後部側に配置され、伝
達部材１０とハンマー部材１１とを連動させる連動部２４は、鍵２の前後方向におけるハ
ンマー部材１１の伝達嵌合部２１と鍵２のキャプスタン２３との間に配置されていること
により、伝達部材１０の回転動作によってハンマー部材１１を良好に回転させることがで
きる。
【００７９】
　すなわち、この鍵盤装置１では、押鍵操作によって伝達部材１０が回転する際に、連動
部２４がハンマーアーム２７のハンマー回転中心であるハンマー嵌合部２８の近傍を押し
上げるため、ハンマー部材１１の慣性モーメントを高めることができ、これにより鍵２に
アクション荷重を良好に付与することができるので、アコースティックピアノの鍵タッチ
感に近似した鍵タッチ感が得られる。
【００８０】
　さらに、この鍵盤装置１では、伝達部材１０を保持する伝達支持レール１４が、鍵２を
ベース板５上に支持する鍵支持軸であるバランスピン４ｂ上に支持されているので、伝達
支持レール１４を鍵２の上方に確実にかつ強固に支持することができる。これにより、押
鍵操作によって伝達部材１０が回転してハンマー部材１１を回転させる際に、伝達支持レ
ール１４の撓みや振動を防ぐことができるので、伝達部材１０とハンマー部材１１とを安
定させた状態で回転動作させることができる。
【００８１】
　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。
【００８２】
（付記）
　請求項１に記載の発明は、鍵の押鍵操作に応じて上下方向に回転する伝達部材と、前記
伝達部材の回転に応じて回転して前記鍵にアクション荷重を付与するハンマー部材と、を
備え、前記ハンマー部材は、ハンマーアームとハンマーヘッドとを備え、前記ハンマーア
ームの一端部に設けられたハンマー回転中心が前記ハンマーヘッドの後側に配置されてい
ることを特徴とする鍵盤装置である。
【００８３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の鍵盤装置において、前記伝達部材は、伝達
本体部と回転保持部とを備え、前記伝達本体部の一端部に設けられた前記回転保持部の伝
達回転中心が前記伝達本体部の前側に配置されていることを特徴とする鍵盤装置である。
【００８４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載の鍵盤装置において、前記ハ
ンマーアームは、前記ハンマー回転中心が前記鍵の後部上方に配置され、前記伝達部材は



(13) JP 6857327 B2 2021.4.14

10

20

30

40

50

、前記回転保持部の前記伝達回転中心が前記鍵を回転可能に支持する鍵支持軸のほぼ上方
に配置され、前記伝達本体部の後部が前記ハンマーアームの前記ハンマー回転中心側に配
置されていることを特徴とする鍵盤装置である。
【００８５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のいずれかに記載の鍵盤装置において、
前記ハンマー部材を保持するハンマーレールは、その後端部が前記鍵の後端部の上方に配
置されていることを特徴とする鍵盤装置である。
【００８６】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４のいずれかに記載の鍵盤装置において、
前記ハンマー部材の前記ハンマーアームは、前記ハンマー回転中心から前記ハンマーヘッ
ドまでの長さが、前記伝達部材の前記伝達本体部の前後方向の長さよりも長いことを特徴
とする鍵盤装置である。
【００８７】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～請求項５のいずれかに記載の鍵盤装置において、
前記ハンマー部材の前記ハンマー回転中心は、前記伝達部材が前記鍵に当接する当接部よ
りも前記鍵の後部側に配置され、前記伝達部材と前記ハンマー部材とを連動させる連動部
は、前記鍵の前後方向における前記ハンマー部材の前記ハンマー回転中心と前記鍵の前記
当接部との間に配置されていることを特徴とする鍵盤装置である。
【００８８】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～請求項６のいずれかに記載の鍵盤装置において、
前記伝達部材を保持する伝達レールは、前記鍵を回転可能に支持する前記鍵支持軸上に支
持されていることを特徴とする鍵盤装置である。
【００８９】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～請求項７のいずれかに記載された鍵盤装置と、
　前記鍵盤装置の前記鍵の操作に応じて楽音を発生させる発音部と、
を備えていることを特徴とする鍵盤楽器である。
【符号の説明】
【００９０】
　１　鍵盤装置
　２　鍵
　３　アクション機構
　４ａ、４ｂ　バランスピン（鍵支持軸）
　５　ベース板
　１０　伝達部材
　１１　ハンマー部材
　１２　伝達保持部材
　１３　ハンマー保持部材
　１４　伝達支持レール
　１５　ハンマー支持レール
　１６　レール支持部材
　１８、２５　軸支持部
　１８ｂ　伝達保持軸
　２０　伝達本体部
　２１　伝達嵌合部
　２３　キャプスタン
　２４　連動部
　２４ａ　連動突起部
　２４ｂ　連動孔
　２５ｂ　ハンマー保持軸
　２６　ハンマーヘッド
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　２７　ハンマーアーム
　２８　ハンマー嵌合部
　３６ａ　音源部
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