
JP WO2014/024261 A1 2014.2.13

10

(57)【要約】
　アップライトピアノの弱音装置（１）において、緩衝
部材（１１２）は、弱音演奏モードにおいて、ハンマー
（２５０）が弦（５）を打撃する際に、ハンマー（２５
０）と弦（５）との間に位置し、通常演奏モードにおい
て、ハンマー（２５０）が弦（５）を打撃する際に、ハ
ンマー（２５０）と弦（５）との間に介在しない。帯状
部材（１２１）は、弱音演奏モードにおいて、複数のア
クション機構（２）のレギュレーティングボタン（２３
０）とジャック（２２０）との間にまたがって位置し、
通常演奏モードにおいて、レギュレーティングボタン（
２３０）とジャック（２２０）との間に位置しない。ま
た、帯状部材（１２１）は、緩衝部材（１１２）を支持
するマフラーレール（１１１）と連結部材により連結さ
れ、緩衝部材（１１２）と連動して移動可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンマーが直接弦を打撃する通常演奏モードと、前記ハンマーが緩衝部材を介して打撃
する弱音演奏モードと、に切替可能であり、弱音装置と、レットオフ切替装置と、から構
成されるアップライトピアノの弱音システムであって、
　前記弱音装置は、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記ハンマーが前記弦を打撃する際に、前記ハンマーと
前記弦との間に介在する第１緩衝部材位置と、前記通常演奏モードにおいて、前記ハンマ
ーが前記弦を打撃する際に、前記ハンマーと前記弦との間に介在しない第２緩衝部材位置
と、の間を移動可能な緩衝部材と、
　前記緩衝部材を支持し、前記緩衝部材とともに移動可能なレールと、
　前記緩衝部材が前記第１緩衝部材位置と前記第２緩衝部材位置との間を移動するように
、前記レールを駆動する駆動部と、を備え、
　前記レットオフ切替装置は、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構のレギュ
レーティングボタンとジャックとの間にまたがって位置する第１帯状部材位置と、前記通
常演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構のレギュレーティ
ングボタンとジャックとの間に位置しない第２帯状部材位置と、の間を移動可能な帯状部
材と、
　前記帯状部材の、前記複数のアクション機構の並列方向における両端部を支持し、前記
帯状部材とともに移動可能な少なくとも１組の支持部材と、を備える、
　ことを特徴とするアップライトピアノの弱音システム。
【請求項２】
　前記レールと前記１組の支持部材とが連動するように、前記レールと前記１組の支持部
材とを連結する連結部材をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載のアップライトピアノの弱音システム。
【請求項３】
　ハンマーが直接弦を打撃する通常演奏モードと、前記ハンマーが緩衝部材を介して打撃
する弱音演奏モードと、に切替可能であり、弱音装置と、レットオフ切替装置と、から構
成されるグランドピアノの弱音システムであって、
　前記弱音装置は、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記ハンマーが前記弦を打撃する際に、前記ハンマーと
前記弦との間に介在する第１緩衝部材位置と、前記通常演奏モードにおいて、前記ハンマ
ーが前記弦を打撃する際に、前記ハンマーと前記弦との間に介在しない第２緩衝部材位置
と、の間を移動可能な緩衝部材と、
　前記緩衝部材を支持し、前記緩衝部材とともに移動可能なレールと、
　前記緩衝部材が前記第１緩衝部材位置と前記第２緩衝部材位置との間を移動するように
、前記レールを駆動する駆動部と、を備え、
　前記レットオフ切替装置は、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構のレギュ
レーティングボタンとジャックとの間にまたがって位置する第１帯状部材位置と、前記通
常演奏モードにおいて、前記複数のアクション機構のレギュレーティングボタンとジャッ
クとの間に位置しない第２帯状部材位置と、の間を移動可能な第１帯状部材と、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記複数のアクション機構のドロップスクリューとレピ
ティションレバーとの間にまたがって位置する第３帯状部材位置と、前記通常演奏モード
において、前記複数のアクション機構のドロップスクリューとレピティションレバーとの
間に位置しない第４帯状部材位置と、の間を移動可能な第２帯状部材と、
　前記第１帯状部材の、前記複数のアクション機構の並列方向における両端部を支持し、
前記第１帯状部材とともに移動可能な少なくとも１組の第１支持部材と、
　前記第２帯状部材の、前記複数のアクション機構の並列方向における両端部を支持し、
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前記第２帯状部材とともに移動可能な少なくとも１組の第２支持部材と、を備える
　ことを特徴とするグランドピアノの弱音システム。
【請求項４】
　前記レールと、前記１組の第１支持部材及び前記１組の第２支持部材とが連動するよう
に、前記レールと、前記１組の第１支持部材及び前記１組の第２支持部材とを連結する連
結部をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項３に記載のグランドピアノの弱音システム。
【請求項５】
　前記弱音装置及び前記レットオフ切替装置は、前記複数のアクション機構を支持するブ
ラケットに固定される、
　ことを特徴とする請求項３または４に記載のグランドピアノの弱音システム。
【請求項６】
　ハンマーが直接弦を打撃する通常演奏モードと、前記ハンマーが緩衝部材を介して打撃
する弱音演奏モードと、に切替可能なピアノに用いられる支持装置であって、
　他の前記支持装置とともに、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構の並列方向
と略平行に延びる帯状部材の両端部を支持する支持部と、
　前記複数のアクション機構の並列方向と略平行な回転軸を中心として前記支持部と回転
させる回転部と、を備え、
　前記帯状部材を、前記弱音演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクシ
ョン機構のレギュレーティングボタンとジャックとの間にまたがって位置する第１帯状部
材位置と、前記通常演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構
のレギュレーティングボタンとジャックとの間に位置しない第２帯状部材位置と、の間で
移動させる、
　ことを特徴とする支持装置。
【請求項７】
　ハンマーが直接弦を打撃する通常演奏モードと、前記ハンマーが緩衝部材を介して打撃
する弱音演奏モードと、に切替可能なグランドピアノに用いられる支持装置であって、
　他の前記支持装置とともに、前記グランドピアノに設けられた複数のアクション機構の
並列方向と略平行に延びる帯状部材の両端部を支持する支持部と、
　前記複数のアクション機構の並列方向と略平行な回転軸を中心として前記支持部を回転
させる回転部と、を備え、
　前記帯状部材を、前記弱音演奏モードにおいて、前記複数のアクション機構のドロップ
スクリューとレピティションレバーとの間にまたがって位置する第１帯状部材位置と、前
記通常演奏モードにおいて、前記複数のアクション機構のドロップスクリューとレピティ
ションレバーとの間に位置しない第２帯状部材位置と、の間で移動させる、
　ことを特徴とする支持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アップライトピアノの弱音システム、グランドピアノの弱音システム、及び
支持装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、アコースティックピアノにおいて、マンション・住宅密集地での演奏、また
は夜間の演奏等、通常の音量での演奏では騒音問題につながるため、ハンマーヘッドによ
りマフラーフェルト等を介して打弦して打弦時の音量を減少させ得るピアノの弱音装置が
用いられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の弱音装置は、弱音演奏時において、マフラーレールに設け
られた緩衝部材をハンマーヘッドと弦との間に介在させ、ハンマーヘッドにより緩衝部材
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を介して弦を打撃させることにより、打弦時の音量を減少させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平３－２６９５７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の特許文献１に記載されているような弱音装置において、十分な弱音効果を得るこ
とが可能な厚さの緩衝部材がハンマーヘッドと弦との間に位置する場合、その緩衝部材の
厚さの分だけ、ハンマーヘッドと弦との間の距離が短くなる。そのため、弱音演奏時にお
いて、ジャックが脱進する前にハンマーヘッドが緩衝部材を介して弦を打撃してしまい、
連打ができなくなるといったようにピアノの演奏に支障が出る。
【０００６】
　また、緩衝部材の厚さの分だけ、ジャックの脱進時における弦とハンマーヘッドとの距
離を広げるための方法として、レギュレーティングボタンを下方へ移動させて、レギュレ
ーティングボタンとジャックとの間の距離を短くする技術がある。しかし、緩衝部材がハ
ンマーヘッドと弦との間に位置しない通常演奏時においては、ジャックの脱進時における
弦とハンマーヘッドとの距離が広くなるため、鍵盤のタッチ感を損なう。
【０００７】
　本発明は、上述のような事情に鑑みてなされたものであり、鍵盤のタッチ感を損なうこ
となく容易な構成でピアノの音量を弱めることが可能なアップライトピアノの弱音システ
ム、グランドピアノの弱音システム、及び支持装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点に係るアップライトピアノの弱音システ
ムは、
　ハンマーが直接弦を打撃する通常演奏モードと、前記ハンマーが緩衝部材を介して打撃
する弱音演奏モードと、に切替可能であり、弱音装置と、レットオフ切替装置と、から構
成されるアップライトピアノの弱音システムであって、
　前記弱音装置は、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記ハンマーが前記弦を打撃する際に、前記ハンマーと
前記弦との間に介在する第１緩衝部材位置と、前記通常演奏モードにおいて、前記ハンマ
ーが前記弦を打撃する際に、前記ハンマーと前記弦との間に介在しない第２緩衝部材位置
と、の間を移動可能な緩衝部材と、
　前記緩衝部材を支持し、前記緩衝部材とともに移動可能なレールと、
　前記緩衝部材が前記第１緩衝部材位置と前記第２緩衝部材位置との間を移動するように
、前記レールを駆動する駆動部と、を備え、
　前記レットオフ切替装置は、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構のレギュ
レーティングボタンとジャックとの間にまたがって位置する第１帯状部材位置と、前記通
常演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構のレギュレーティ
ングボタンとジャックとの間に位置しない第２帯状部材位置と、の間を移動可能な帯状部
材と、
　前記帯状部材の、前記複数のアクション機構の並列方向における両端部を支持し、前記
帯状部材とともに移動可能な少なくとも１組の支持部材と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　前記レールと前記１組の支持部材とが連動するように、前記レールと前記１組の支持部
材とを連結する連結部材をさらに備えてもよい。
【００１０】
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　上記目的を達成するため、本発明の第２の観点に係るグランドピアノの弱音システムは
、
　ハンマーが直接弦を打撃する通常演奏モードと、前記ハンマーが緩衝部材を介して打撃
する弱音演奏モードと、に切替可能であり、弱音装置と、レットオフ切替装置と、から構
成されるグランドピアノの弱音システムであって、
　前記弱音装置は、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記ハンマーが前記弦を打撃する際に、前記ハンマーと
前記弦との間に介在する第１緩衝部材位置と、前記通常演奏モードにおいて、前記ハンマ
ーが前記弦を打撃する際に、前記ハンマーと前記弦との間に介在しない第２緩衝部材位置
と、の間を移動可能な緩衝部材と、
　前記緩衝部材を支持し、前記緩衝部材とともに移動可能なレールと、
　前記緩衝部材が前記第１緩衝部材位置と前記第２緩衝部材位置との間を移動するように
、前記レールを駆動する駆動部と、を備え、
　前記レットオフ切替装置は、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構のレギュ
レーティングボタンとジャックとの間にまたがって位置する第１帯状部材位置と、前記通
常演奏モードにおいて、前記複数のアクション機構のレギュレーティングボタンとジャッ
クとの間に位置しない第２帯状部材位置と、の間を移動可能な第１帯状部材と、
　前記弱音演奏モードにおいて、前記複数のアクション機構のドロップスクリューとレピ
ティションレバーとの間にまたがって位置する第３帯状部材位置と、前記通常演奏モード
において、前記複数のアクション機構のドロップスクリューとレピティションレバーとの
間に位置しない第４帯状部材位置と、の間を移動可能な第２帯状部材と、
　前記第１帯状部材の、前記複数のアクション機構の並列方向における両端部を支持し、
前記第１帯状部材とともに移動可能な少なくと１組の第１支持部材と、
　前記第２帯状部材の、前記複数のアクション機構の並列方向における両端部を支持し、
前記第２帯状部材とともに移動可能な少なくとも１組の第２支持部材と、を備えることを
特徴とする。
【００１１】
　前記レールと、前記１組の第１支持部材及び前記１組の第２支持部材とが連動するよう
に、前記レールと、前記１組の第１支持部材及び前記１組の第２支持部材とを連結する連
結部をさらに備えてもよい。
【００１２】
　前記弱音装置及び前記レットオフ切替装置は、前記複数のアクション機構を支持するブ
ラケットに固定されてもよい。
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明の第３の観点に係る支持装置は、
　ハンマーが直接弦を打撃する通常演奏モードと、前記ハンマーが緩衝部材を介して打撃
する弱音演奏モードと、に切替可能なピアノに用いられる支持装置であって、
　他の前記支持装置とともに、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構の並列方向
と略平行に延びる帯状部材の両端部を支持する支持部と、
　前記複数のアクション機構の並列方向と略平行な回転軸を中心として前記支持部と回転
させる回転部と、を備え、
　前記帯状部材を、前記弱音演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクシ
ョン機構のレギュレーティングボタンとジャックとの間にまたがって位置する第１帯状部
材位置と、前記通常演奏モードにおいて、前記ピアノに設けられた複数のアクション機構
のレギュレーティングボタンとジャックとの間に位置しない第２帯状部材位置と、の間で
移動させる、
　ことを特徴とする。
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明の第４の観点に係る支持装置は、
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　ハンマーが直接弦を打撃する通常演奏モードと、前記ハンマーが緩衝部材を介して打撃
する弱音演奏モードと、に切替可能なグランドピアノに用いられる支持装置であって、
　他の前記支持装置とともに、前記グランドピアノに設けられた複数のアクション機構の
並列方向と略平行に延びる帯状部材の両端部を支持する支持部と、
　前記複数のアクション機構の並列方向と略平行な回転軸を中心として前記支持部を回転
させる回転部と、を備え、
　前記帯状部材を、前記弱音演奏モードにおいて、前記複数のアクション機構のドロップ
スクリューとレピティションレバーとの間にまたがって位置する第１帯状部材位置と、前
記通常演奏モードにおいて、前記複数のアクション機構のドロップスクリューとレピティ
ションレバーとの間に位置しない第２帯状部材位置と、の間で移動させる、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、鍵盤のタッチ感を損なうことなく容易な構成でピアノの音量を弱める
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態１に係る弱音システムが設けられたアップライトピアノのアクション機
構及びダンパー機構の鍵盤の並設方向から見た要部断面図である。
【図２】実施形態１に係る弱音装置の要部斜視図である。
【図３】前方から見た、隣接する３つの単音緩衝部と、弦との位置関係を表す図である。
【図４Ａ】弱音演奏モードにおいて、ハンマーヘッドが弦を打撃する前の状態での、弦と
緩衝部材の位置関係を表す模式図である。
【図４Ｂ】弱音演奏モードにおいて、ハンマーヘッドが弦を打撃している状態での、弦と
緩衝部材の位置関係を表す模式図である。
【図５】実施形態１におけるレットオフ切替装置の前方から見た概略斜視図である。
【図６】鍵盤の並設方向から見た、実施形態１における弱音システムの動作を説明するた
めの図である。
【図７】実施形態２における弱音システムが設けられたグランドピアノのアクション機構
及びダンパー機構の鍵盤の並設方向から見た要部断面図である。
【図８】鍵盤の並設方向から見た、実施形態２における弱音システムの動作を説明するた
めの図である。
【図９】鍵盤の並設方向から見た実施形態２に係る弱音システムのグランドピアノへの固
定方法を説明するための図である。
【図１０】後方から見た実施形態２に係るレットオフ切替装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態に係るピアノの弱音システムを、図面を参照して説明する。
【００１８】
（実施形態１）
　以下、本発明の実施形態１について説明する。実施形態１に係る弱音システム１は、ア
ップライトピアノにおいて、通常演奏モードと、通常演奏モードよりも音量が小さい弱音
演奏モードとに、演奏モードを切替可能なシステムである。まず、弱音システム１が適用
されるアップライトピアノの構成について説明する。図１は、実施形態１に係る弱音シス
テム１が設けられたアップライトピアノのアクション機構２及びダンパー機構３の鍵盤４
の並設方向から見た要部断面図である。
【００１９】
　アクション機構２は、鍵盤４に連動して動作し、対応する弦５を打撃するものである。
アクション機構２は、鍵盤４の並設方向に沿って延びるアクションレール６に設けられる
。なお、以下の説明において、弦５からアクション機構２に向かう方向（図１において右
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方向）を前方、その反対方向（図１において左方向）を後方とする。
【００２０】
　アクション機構２は、ウィペン２１０と、ジャック２２０と、レギュレーティングボタ
ン２３０と、バット２４０と、ハンマー２５０と、とから主に構成されている。
【００２１】
　ウィペン２１０は、アクションレール６の下端部に固定されたウィペンフレンジ２１１
に、上下方向に回転可能に支持される。また、ウィペン２１０は、その下面に設けられた
ウィペンヒール２１２が鍵盤４の上面に設けられたキャプスタンボタン４１の上に載置さ
れることにより、通常、略水平に保持されている。
【００２２】
　ジャック２２０は、鍵盤４の並設方向から見て、略Ｌ字型に形成されている。ジャック
２２０は、その屈曲部において、ウィペン２１０の上面に設けられたジャックフレンジ２
１３に、前後方向に回転可能に支持される。また、ジャック２２０は、ウィペン２１０の
上面に設けられたジャックスプリング２１４により、図１において反時計回り方向に付勢
されている。また、ジャック２２０の上方に延びる第１腕部２２１の端部は、バット２４
０の下面と当接する。また、ジャック２２０の前方に延びる第２腕部２２２の端部は、レ
ギュレーティングボタン２３０の下方に位置する。
【００２３】
　レギュレーティングボタン２３０は、ピアノに設けられたアクション機構２を複数個毎
にグループ化した各セクション毎に延設されたレギュレーティングレール２３１の下方に
設けられる。レギュレーティングボタン２３０とジャック２２０の第２腕部２２２の端部
との距離は、通常演奏モードにおいて、ハンマーヘッド２５１が弦５に２～３ｍｍ程度ま
で接近した際にジャック２２０がバット２４０の下面から脱進する距離に、各アクション
機構２毎に設定されている。また、弱音演奏モードにおいて、レギュレーティングボタン
２３０とジャック２２０の第２腕部２２２の端部との間には、後述する帯状部材１２１が
位置する。
【００２４】
　バット２４０は、アクションレール６の前面に設けられたバットフレンジ２４１に、前
後方向に回転可能に支持される。また、バット２４０は、バットスプリング２４２によっ
て、図１において時計回り方向に付勢されている。
【００２５】
　ハンマー２５０は、ハンマーヘッド２５１と、ハンマーシャンク２５２とから構成され
る。ハンマーヘッド２５１は、フェルト等の弾性部材から構成され、通常演奏モードにお
いて直接弦を打撃し、弱音演奏時に後述する緩衝部材１１２を介して弦５を打撃する。ハ
ンマーシャンク２５２は、バット２４０から上方に延び、その上端部にハンマーヘッド２
５１が取り付けられている。また、ハンマーシャンク２５２は、鍵盤４が操作されていな
い状態において、ハンマーレール７に当接している。
【００２６】
　以上のように構成されるアクション機構２の通常演奏モードにおける動作について説明
する。鍵盤４が押し下げられると、ウィペン２１０がキャプスタンボタン４１に突き上げ
られて反時計回り方向に回転する。そして、ジャック２２０の第１腕部２２１の端部がバ
ット２４０を突き上げてハンマー２５０を反時計回り方向に回転させる。これにより、ハ
ンマー２５０は、操作された鍵盤４に対応する弦５を打撃する。
【００２７】
　また、ジャック２２０の上昇中において、ジャック２２０の第２腕部２２２の上端部が
レギュレーティングボタン２３０に当接し、ジャック２２０はその上昇運動を阻止される
ことにより、ジャックスプリング２１４の付勢力に抗して時計回り方向に回転する。そし
て、ジャック２２０は、バット２４０の下部から一時的に脱進する。ハンマー２５０が弦
５を打撃した後、鍵盤４の復帰動作に伴ってウィペン２１０が下降すると、ジャック２２
０は反時計回り方向に回転し、第１腕部２２１の端部は、再度、バット２４０の下部に位
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置する。
【００２８】
　ダンパー機構３は、ダンパーレバー３１と、ダンパーワイヤー３２と、ダンパーヘッド
３３と、から主に構成される。ダンパーレバー３１は、その中間部において、ダンパーフ
レンジ３４により、アクションレール６に回転可能に支持される。また、ダンパーレバー
３１は、ダンパースプリング３５により反時計回り方向に付勢されているため、ダンパー
ヘッド３３が弦５と当接し、弦５の自由な振動を抑制している。
【００２９】
　以上のように構成されるダンパー機構３の通常演奏モード及び弱音演奏モードにおける
動作について説明する。鍵盤４が押し下げられると、ウィペン２１０に設けられたダンパ
ースプーン３６がダンパーレバー３１の下端部を押圧する。そして、ダンパーレバー３１
は、ダンパースプリング３５の付勢力に抗して回動し、ダンパーヘッド３３が弦５から一
時的に離れる。ダンパーヘッド３３が弦５から離れている間に、ハンマーヘッド２５が弦
５を打撃するため、弦５は自由な振動を抑制されることなく音を発することができる。
【００３０】
　なお、上記のアクション機構２及びダンパー機構３は、従来のアップライトピアノのア
クション機構及びダンパー機構と同様の構成である。
【００３１】
　次に、本実施形態に係る弱音システム１について説明する。弱音システム１は、前述し
たとおり、通常演奏モードと、弱音演奏モードとに、演奏モードを切替可能なシステムで
ある。ここで、具体的には、通常演奏モードは、ハンマー２５０により直接弦５を打撃す
る演奏モードであり、弱音演奏モードは、ハンマー２５０により後述する緩衝部材１１２
を介して弦５を打撃する演奏モードである。弱音システム１は、弱音装置１１０と、レッ
トオフ切替装置１２０と、から構成される。
【００３２】
　まず、弱音装置１１０の構成について説明する。図１に示すように、弱音装置１１０は
、マフラーレール１１１と、緩衝部材１１２と、レール駆動部（図示せず）とを備える。
【００３３】
　マフラーレール１１１は、緩衝部材１１２を支持するためのレールであって、図１に一
例として示すように、鍵盤４の並設方向に延びる断面Ｌ字形のレールである。マフラーレ
ール１１１は、図示しないレール駆動部により、弱音演奏モードにおける第１レール位置
（図１の実線で示される位置）と、通常演奏モードにおける第２レール位置（図１の二点
鎖線で示される位置）との間を移動可能である。
【００３４】
　緩衝部材１１２は、弱音演奏モードにおいて、ハンマー２５０が弦５を打撃する際に、
ハンマー２５０と弦５との間に介在する第１緩衝部材位置（図１の実線で示される位置）
と、通常演奏モードにおいて、ハンマー２５０が弦５を打撃する際に、ハンマー２５０と
弦５との間に介在しない第２緩衝部材位置（図１の二点鎖線で示される位置）と、の間を
移動可能な部材である。そして、緩衝部材１１２は、弱音演奏モードにおいて、ハンマー
２５０と弦５との間に介在し、ハンマーヘッド２５１と弦５との衝突を緩和することによ
り弦５が発する音を弱める。緩衝部材１１２は、例えば、フェルト材料等のクッション性
のあるシート材料から形成される。
【００３５】
　図２に、弱音装置１１０の要部斜視図を示す。図２に示すように、緩衝部材１１２は、
基部１１２ａと、複数の単音緩衝部１１２ｂとから一体的に形成されている。なお、図２
の例では、緩衝部材１１２の基部１１２ａと、複数の単音緩衝部１１２ｂとが一体的に形
成されているが、緩衝部材１１２の構成はこれに限られない。例えば、複数の単音緩衝部
１１２ｂと同様に機能する複数の緩衝部材が、それぞれマフラーレール１１１に固定され
るよう構成されてもよい。
【００３６】
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　基部１１２ａは、マフラーレール１１１に沿って設けられ、マフラーレール１１１の弦
５と対向する面に接着剤や両面テープ等により固定される。
【００３７】
　単音緩衝部１１２ｂは、複数のハンマーヘッド２５の夫々と一対一に対応して並列する
ように、それぞれ基部１１２ａから下方に延びるように形成される。また、単音緩衝部１
１２ｂは、弱音演奏モードにおいて、対応するハンマーヘッド２５１が弦５を打撃する際
に、そのハンマーヘッド２５１と弦５との間に介在する。
【００３８】
　図３に、前方から見た、隣接する３つの単音緩衝部１１２ｂと、弦５との位置関係を表
す図を示す。図３に示すように単音緩衝部１１２ｂは、鍵盤４（図１参照）の並設方向に
、互いに所定の幅ｄ（例えば、１ｍｍ）の隙間を空けて設けられる。また、単音緩衝部１
１２ｂはそれぞれ、前方から見て、対応するハンマーヘッド２５１が打撃する弦５と重な
り、かつ対応するハンマーヘッド２５１が打撃する弦５と隣接する弦５と重ならない程度
の幅を有する。
【００３９】
　次に、緩衝部材１１２の厚さについて説明する。図４Ａ及び図４Ｂに、図１において弱
音演奏モードにおける弦５と緩衝部材１１２の位置関係を表す模式図を示す。図４Ａは、
ハンマーヘッド２５１が弦５を打撃する前の状態、図４Ｂは、ハンマーヘッド２５１が緩
衝部材１１２を介して弦５を打撃している状態を表す。図４Ａに示すように、緩衝部材１
１２は、弱音演奏モードにおいて、弦５と所定の距離ｘ（例えば、１５ｍｍ）離れて位置
する。そして、図４Ｂに示すように、ハンマーヘッド２５１が緩衝部材１１２を介して弦
５を打撃している状態において、緩衝部材１１２はハンマーヘッド２５１に押圧されるこ
とにより弦５側に屈曲し、弦５と接触する。その後、ハンマーヘッド２５１が図１に示す
ように時計回りに回転して初期位置に戻ると、緩衝部材１１２は、図４Ａに示す状態に戻
る。
【００４０】
　このように、単音緩衝部１１２ｂは、対応する鍵盤４が操作されるたびに、図４Ａに示
すように下方に垂れ下がっている状態から、図４Ｂに示すように屈曲して弦５と接触し、
再び図４Ａに示す状態に戻るという動作を繰り返す。従って、緩衝部材１１２は、このよ
うな繰り返しの屈曲動作に対する耐久性を備え、かつ屈曲した状態から屈曲前の状態にす
ぐに戻れる程度の柔軟性を備える厚さであることが好ましい。
【００４１】
　レール駆動部は、ユーザの操作に応じて、マフラーレール１１１を第１レール位置（図
１の実線で示される位置）と第２レール位置（図１の二点鎖線で示される位置）との間で
上下方向に駆動するとともに、マフラーレール１１１をピアノ本体に固定するものである
。具体的には、レール駆動部は、ペダルの操作によりマフラーレール１１１を上下方向に
移動させる周知の機構により実現される。そして、例えば、ペダルが操作されていない状
態、すなわち通常演奏モードにおいて、マフラーレール１１１は、第２レール位置に位置
する。また、ペダルが操作された状態、すなわち弱音演奏モードにおいて、マフラーレー
ル１１１は、下方へ移動し、第１レール位置に位置する。
【００４２】
　次に、レットオフ切替装置１２０の構成について説明する。レットオフ切替装置１２０
は、通常演奏モードにおけるレットオフと、弱音演奏モードにおけるレットオフとを切り
替える装置である。ここで、本実施形態における「レットオフ」とは、ジャック２２０が
、バット２４０から脱進した時のハンマーヘッド２５１と弦５との間の距離を表す。図５
に本実施形態におけるレットオフ切替装置１２０の前方から見た概略斜視図、図６に鍵盤
４の並設方向から見た、本実施形態における弱音システム１の動作を説明するための図を
示す。図５及び図６に示すように、レットオフ切替装置１２０は、帯状部材１２１と、支
持部材１２２と、重り１２３と、連結部材１２４と、から構成される。
【００４３】
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　帯状部材１２１は、図１に示すように、弱音演奏モードにおいて、複数のアクション機
構２のレギュレーティングボタン２３０とジャック２２０との間にまたがって位置する第
１帯状部材位置（実線で表される位置）と、通常演奏モードにおいて、複数のアクション
機構２のレギュレーティングボタン２３０とジャック２２０との間に位置しない第２帯状
部材位置（二点鎖線で表される位置）と、の間を移動可能な部材である。
【００４４】
　図５に示すように、帯状部材１２１は、レギュレーティングレール２３１と略平行に、
すなわちアクション機構２の並列方向に延びる帯状に形成される。帯状部材１２１のアク
ション機構２の並列方向の両端部は、それぞれ支持部材１２２に固定され、支持部材１２
２とともにレギュレーティングレール２３１の延設方向に沿った回転軸Ｏを中心に回転可
能である。具体的には、図６に示すように、帯状部材１２１は、支持部材１２２とともに
、第１帯状部材位置（実線で表される位置）と第２の帯状部材位置（二点鎖線で表される
位置）との間を移動可能である。
【００４５】
　また、帯状部材１２１は、具体的には、布等の柔軟性のある素材から形成され、アクシ
ョン機構２の並列方向において所定の張力がかかった状態で支持部材１２２に固定される
。なお、帯状部材１２１は、両面テープや接着剤等の接着手段、またはネジ止め等の任意
の固定手段により、支持部材１２２に固定される。
【００４６】
　また、帯状部材１２１の厚さは、緩衝部材１１２の厚さに応じた厚さを有する。すなわ
ち、弱音演奏モードにおいて、弦５とハンマー２５０との間に位置する緩衝部材１１２の
厚みの分だけ、ジャック２２０が脱進する時のハンマーヘッド２５１の位置が前方に移動
すれば（すなわち、レットオフが広がれば）、打弦するまでのハンマー２５０の移動距離
は通常演奏モードと変わらないため、弱音演奏モードにおけるキータッチは、通常演奏モ
ードにおけるキータッチと同様になる。また、レットオフは、レギュレーティングボタン
２３０とジャック２２０との間のジャック２２０が移動可能な距離に依存する。また、レ
ギュレーティングボタン２３０とジャック２２０との間でジャック２２０が移動可能な距
離は、帯状部材１２１の厚さに依存し、帯状部材１２１が厚いほど、ジャック２２０が移
動可能な距離は短くなる。従って、弦５とハンマー２５０との間に位置する緩衝部材１１
２の厚さの分だけレットオフが広がるように帯状部材１２１の厚さを設定することにより
、弱音演奏モードにおいても、通常演奏モードと同様のキータッチを得ることができる。
【００４７】
　支持部材１２２は、帯状部材１２１の、複数のアクション機構２の並列方向における両
端部を支持し、帯状部材１２１とともに移動可能に構成される。
【００４８】
　具体的には、２つの支持部材１２２のそれぞれの下端部には、帯状部材１２１の各端部
が固定される。また、支持部材１２２はそれぞれ、図５に示すように、レギュレーティン
グレール２３１の両端部に、アクション機構２の並列方向、すなわちレギュレーティング
レール２３１の延設方向と略平行な回転軸Ｏを中心として回転可能に設けられる。
【００４９】
　また、図６に示すように、弱音演奏モードにおいて、支持部材１２２は、帯状部材１２
１が第１帯状部材位置にあるように位置する。このとき、帯状部材１２１が第１帯状部材
位置に確実に位置するように、すなわち、支持部材１２２が重り１２３にかかる重力によ
り回転して、帯状部材１２１が第１帯状部材位置よりも後方に移動しないように、支持部
材１２１は、レギュレーティングレール２３１に設けられたストッパ２３２により、回動
が規制されている。
【００５０】
　また、図６に示すように、通常演奏モードにおいて、支持部材１２２は、重り１２３に
かかる重力に抗して連結部材１２４により上方向に引っ張られることにより、帯状部材１
２１が第２帯状部材位置にあるように位置する。
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【００５１】
　重り１２３は、支持部材１２２が連結部材１２４により上方に引っ張られていない状態
で、帯状部材１２１が第１帯状部材位置に安定して位置するように、支持部材１２２に下
方向（図６において時計回り）の力を負荷するものである。具体的には、重り１２３は、
帯状部材１２１が固定されている位置よりも前方の支持部材１２２の下端部に固定される
。
【００５２】
　連結部材１２４は、マフラーレール１１１と支持部材１２２とが連動するように、マフ
ラーレール１１１と支持部材１２２とを連結するものである。具体的には、連結部材１２
４は、図６に示すように、マフラーレール１１１と支持部材１２２とを連結する紐状の部
材から構成される。この紐状の部材は、ハンマーレール７の前面に形成された曲面にフィ
ットする程度の柔軟性を備えていることが好ましい。連結部材１２４の一端部は、支持部
材１２２の回転軸Ｏよりも前方側において支持部材１２２に固定される。また、連結部材
１２４の他端部は、マフラーレール１１１に着脱可能に固定される。連結部材１２４は、
図６に示すように、ハンマーレール７の前方を通ってマフラーレール１１１と支持部材１
２２とを連結する。また、連結部材１２４は、その長さを調整可能に構成されていること
が好ましい。これにより、支持部材１２２が上方へ引っ張られて移動する距離を調整する
ことができる。
【００５３】
　次に、上述のように構成される本実施形態における弱音システム１とアクション機構２
の動作について説明する。
【００５４】
　初めに、弱音演奏モードにおける弱音システム１の動作について説明する。弱音演奏モ
ードになるようにレール駆動部が操作されることにより、ハンマーヘッド２５１が弦５を
打撃する際に緩衝部材１１２がハンマーヘッド２５１と弦５との間に介在するように、マ
フラーレール１１１は第１レール位置に、緩衝部材１１２は第１緩衝部材位置に位置する
（図１の実線の位置参照）。また、図６に示すように、マフラーレール１１１が第１レー
ル位置に位置することにより、連結部材１２４を介して支持部材１２２にかかる上方への
張力がなくなるため、支持部材１２２は、重り１２３にかかる重力により時計回りに回転
し、ストッパ２３２により規制される位置で停止する。これにより、帯状部材１２１は、
第１帯状部材位置に位置する。
【００５５】
　そして、図１において、鍵盤４が押し下げられると、周知のアクション機構２により、
押し下げられた鍵盤４に対応するハンマーヘッド２５１が弦５に向かって回動する。そし
て、ハンマーヘッド２５１は、対応する緩衝部材１１２を介して弦５を打撃する。従って
、打撃された弦５が発する音は、緩衝部材１１２により弱められる。このとき、緩衝部材
１１２のマフラーレール１１１に固定されていない端部は、ハンマーヘッド２５１に押さ
れて後方へ移動するが、対応するハンマーヘッド２５１が打撃する弦５にのみ接触し、そ
の弦５に隣接する弦５には接触しない。従って、押し下げられた鍵盤４に対応する弦５と
隣接する弦５と緩衝部材１１２との接触による不協和音は発生しない。
【００５６】
　また、帯状部材１２１の厚さの分だけ、ジャック２２０とレギュレーティングボタン２
３０との間においてジャック２２０が移動可能な距離が短くなるため、ジャック２２０が
脱進する時のハンマーヘッド２５１の位置は、通常演奏モード時よりも前方に移動する（
すなわち、レットオフが広がる）。そして、この前方に移動した距離は、緩衝部材１１２
の厚さと略同等かそれ以上であるから、ハンマーヘッド２５１は、打弦するまで通常演奏
モードと略同等かそれ以上の距離を移動する。従って、ハンマー２５０と弦５との間に緩
衝部材１１２が介在しても、ジャック２２０が脱進する働きが実現し、通常演奏モードと
同様のキータッチが得られる。
【００５７】
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　次に、通常演奏モードにおける弱音システム１の動作について説明する。通常演奏モー
ドになるようにレール駆動部が操作されることにより、ハンマーヘッド２５１が弦５を打
撃する際に緩衝部材１１２がハンマーヘッド２５１と弦５との間に介在しないように、マ
フラーレール１１１は第２レール位置に、緩衝部材１１２は第２緩衝部材位置に位置する
（図１の二点鎖線の位置参照）。また、図６に示すように、マフラーレール１１１が第２
レール位置に位置することにより、連結部材１２４を介して支持部材１２２は上方へ引っ
張られるため、支持部材１２２は、重り１２３にかかる重力に抗して反時計回りに回転し
、マフラーレール１１１の停止とともに停止する。これにより、帯状部材１２１は、第２
帯状部材位置に位置する。
【００５８】
　そして、鍵盤４が押し下げられると、周知のアクション機構２により、押し下げられた
鍵盤４に対応するハンマーヘッド２５が弦５に向かって回動する。このとき、帯状部材１
２１は、ジャック２２０とレギュレーティングボタン２３０との間に位置しないため、ジ
ャック２２０はレギュレーティングボタン２３０と当接するまで移動する。そして、ジャ
ック２２０がバット２４０から脱進すると、ハンマーヘッド２５１は、緩衝部材１１２を
介さずに直接弦５を打撃する。従って、打撃された弦は、単音緩衝部材１２０により弱め
られることなく音を発する。
【００５９】
　このように、本実施形態に係る弱音システム１において、弱音演奏モードでは、ハンマ
ーヘッド２５１は、緩衝部材１１２を介して弦５を打撃する。このとき、マフラーレール
１１１と連動して支持部材１２２が回転し、支持部材１２２に固定された帯状部材１２１
がレギュレーティングボタン２３０とジャック２２０との間に位置する。従って、ジャッ
ク２２０が移動可能な距離が短くなり、ジャック２２０が脱進する時のハンマーヘッド２
５１の位置が通常演奏モード時よりも緩衝部材１１２の厚さの分だけ前方に移動する。そ
のため、ハンマーヘッド２５１と弦５との間に緩衝部材１１２が介在しても、ジャック２
２０が脱進する働きが実現し、通常演奏モードと同様のタッチを再現できる。
【００６０】
　また、本実施形態に係る弱音システム１において、レギュレーティングレール２３１と
略平行に延びる帯状部材１２１を、マフラーレール１１１と連動させて、第１帯状部材位
置と、第２帯状部材位置との間で移動させることにより、レギュレーティングボタン２３
０とジャック２２０との間のジャック２２０が移動可能な距離を切り替える。従って、簡
易な構成で、キータッチを損なうことなく、選択的に弱音演奏モードと通常演奏モードと
を切り替えることができる。
【００６１】
（実施形態２）
　上記の実施形態１では、アップライトピアノの弱音システムについて説明した。しかし
、本発明のピアノの弱音システムは、アップライトピアノに限らず、グランドピアノに適
用してもよい。以下、本実施形態において、グランドピアノに適用される弱音システムに
ついて説明する。
【００６２】
　実施形態２に係る弱音システム１は、グランドピアノにおいて、通常演奏モードと、通
常演奏モードよりも音量が小さい弱音演奏モードとに、演奏モードを切替可能なシステム
である。まず、弱音システム１ａが適用されるグランドピアノの構成について説明する。
図７は、実施形態２に係る弱音システム１ａが設けられたグランドピアノのアクション機
構２ａ及びダンパー機構３ａの鍵盤の並設方向から見た要部断面図である。
【００６３】
　アクション機構２ａは、鍵盤４に連動して動作し、対応する弦５を打撃するものである
。アクション機構２ａは、鍵盤４の並設方向に沿って延びるアクションレール６に設けら
れる。
【００６４】
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　アクション機構２ａは、ウィペン２１０と、ジャック２２０と、レギュレーティングボ
タン２３０と、レピティションレバー２６０と、ハンマー２５０と、から主に構成されて
いる。
【００６５】
　ウィペン２１０は、ウィペンレール８に固定されたウィペンフレンジ２１１に、上下方
向に回転可能に支持される。また、ウィペン２１０は、その下面に設けられたウィペンヒ
ール２１２が鍵盤４の上面に設けられたキャプスタンボタン４１の上に載置されることに
より、通常、略水平に保持されている。
【００６６】
　ジャック２２０は、鍵盤４の並設方向から見て、略Ｌ字型に形成されている。ジャック
２２０は、その屈曲部において、ウィペン２１０の前端部に、前後方向に回転可能に支持
される。また、ジャック２２０は、ウィペン２１０の上面に設けられたレピティションス
プリング２６２により、図７において反時計回り方向に付勢されている。また、ジャック
２２０の上方に延びる第１腕部２２１の端部は、ハンマーローラ２５３の下面と当接する
。また、ジャック２２０の前方に延びる第２腕部２２２の端部は、レギュレーティングボ
タン２３０の下方に位置する。
【００６７】
　レギュレーティングボタン２３０は、アクションレール６の下方に設けられる。レギュ
レーティングボタン２３０とジャック２２０の第２腕部２２２の端部との距離は、通常演
奏モードにおいて、ハンマーヘッド２５１が弦５に２～３ｍｍ程度まで接近した際にジャ
ック２２０がハンマーローラ２５３の下面から脱進する距離に、各アクション機構２毎に
設定されている。また、弱音演奏モードにおいて、レギュレーティングボタン２３０とジ
ャック２２０の第２腕部２２２の上端部との間には、後述する第１帯状部材１３１が位置
する。
【００６８】
　レピティションレバー２６０は、ウィペン２１０の略中央部に設けられたレピティショ
ンフレンジ２６１の上端において、中央部が上下方向に回転可能に支持される。また、レ
ピティションレバー２６０は、レピティションスプリング２６２によって、図７において
反時計回り方向に付勢されている。また、レピティションレバー２６０の前端部上面には
、レピティションレザー２６３が設けられている。
【００６９】
　ハンマー２５０は、ハンマーヘッド２５１と、ハンマーシャンク２５２と、ハンマーロ
ーラ２５３と、から主に構成される。ハンマーヘッド２５１は、フェルト等の弾性部材か
ら構成され、通常演奏モードにおいて直接弦５を打撃し、弱音演奏時モードにおいて後述
する緩衝部材１１２を介して弦５を打撃する。ハンマーシャンク２５２の前端部は、アク
ションレール６に固定されたシャンクフレンジ２５４の後端部に回転可能に支持される。
また、ハンマーローラ２５３は、ハンマーシャンク２５２の前端部下面に設けられ、初期
状態において、レピティションレバー２６０の上面に載置される。また、シャンクフレン
ジ２５４の後端部下面には下方に突出するドロップスクリュー２５５が設けられている。
また、弱音演奏モードにおいて、ドロップスクリュー２５５とレピティションレザー２６
３との間には、後述する第２帯状部材１４１が位置する。
【００７０】
　以上のように構成されるアクション機構２ａの通常演奏モードにおける動作について説
明する。鍵盤４が押し下げられると、ウィペン２１０とともにジャック２２０及びレピテ
ィションレバー２６０が上方に移動する。そして、レピティションレザー２６３がドロッ
プスクリュー２５５に当接すると、レピティションレバー２６０は上方への移動が規制さ
れ、ジャック２２０の第１腕部２２１の上端部はハンマーローラ２５３を介してハンマー
シャンク２５２を突き上げる。その後、ジャック２２０の第２腕部２２２が、レギュレー
ティングボタン２３０に当接し、ジャック２２０の上方への移動が規制されることによっ
て、ジャック２２０がウィペン２１０に対して時計回りに回動し、ハンマーローラ２５３
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から脱進する。これにより、ハンマー２５０は、図７の時計回りに回動し、ハンマー２５
０の後端部に設けられたハンマーヘッド２５１が押鍵操作された鍵盤４に対応する弦５を
打撃する。また、ハンマー２５０が弦５を打撃した後、鍵盤４の復帰動作に伴ってウィペ
ン２１０が下降すると、ジャック２２０は反時計回り方向に回転し、第１腕部２２１の端
部は、再度、ハンマーローラ２５３の下部に位置する。
【００７１】
　ダンパー機構３ａは、ダンパーレバー３１と、ダンパーブロック３７と、ダンパーワイ
ヤー３２と、ダンパーヘッド３３と、から主に構成される。ダンパーレバー３１は、その
後端部がダンパーレール９に配設されたダンパーフレンジ３４に上下方向に回転可能に支
持される。ダンパーヘッド３３は、ダンパーブロック３７及びダンパーワイヤー３２を介
して、ダンパーレバー３１の前端部に設けられる。ダンパーヘッド３３は、通常弦５を上
方から押圧することにより、弦５の自由な振動を抑制している。
【００７２】
　以上のように構成されるダンパー機構３ａの通常演奏モード及び弱音演奏モードにおけ
る動作について説明する。鍵盤４が押し下げられると、鍵盤４の後端部によりダンパース
プーン３６を介してダンパーレバー３１が突き上げられて反時計回りに回動し、ダンパー
ヘッド３３が上昇して弦５から一時的に離れる。ダンパーヘッド３３が弦５から離れてい
る間に、ハンマーヘッド２５１が弦５を打撃するため、弦５は自由な振動を抑制されるこ
となく音を発することができる。
【００７３】
　なお、上記のアクション機構２ａ及びダンパー機構３ａは、従来のグランドピアノのア
クション機構及びダンパー機構と同様の構成である。
【００７４】
　次に、本実施形態に係る弱音システム１ａについて説明する。弱音システム１ａは、実
施形態１と同様に、ハンマー２５１ａにより直接弦５を打撃する通常演奏モードと、ハン
マー２５１ａにより後述する緩衝部材を介して弦５を打撃する弱音演奏モードとを選択的
に切り替え可能なシステムである。図８に、鍵盤の並設方向から見た、実施形態２におけ
る弱音システムの動作を説明するための図を示す。図７及び図８に示すように、弱音シス
テム１ａは、弱音装置１１０ａと、レットオフ切替装置１２０ａと、から構成される。
【００７５】
　まず、弱音装置１１０ａの構成について説明する。図７及び図８に示すように、弱音装
置１１０ａは、マフラーレール１１１と、緩衝部材１１２と、レール支持装置１１３と、
レール駆動部１１４とを備える。
【００７６】
　マフラーレール１１１は、緩衝部材１１２を支持するためのレールであって、図７及び
図８に一例として示すように、鍵盤４の並設方向に延びるように構成されるレールであっ
て、例えば断面Ｌ字形のレールである。マフラーレール１１１は、鍵盤４の並設方向の両
端部をレール支持装置１１３により支持される。そして、マフラーレール１１１は、レー
ル支持装置１１３の回動に伴って、通常演奏モードにおける第１レール位置（図７及び図
８の二点鎖線で示される位置）と、弱音演奏モードにおける第２レール位置（図７及び図
８の実線で示される位置）とを移動可能である。
【００７７】
　緩衝部材１１２は、弱音演奏モードにおいて、ハンマー２５０が弦５を打撃する際に、
ハンマー２５０と弦５との間に介在する第１緩衝部材位置（図７及び図８の実線で示され
る位置）と、通常演奏モードにおいて、ハンマー２５０が弦５を打撃する際に、ハンマー
２５０と弦５との間に介在しない第２緩衝部材位置（図１の二点鎖線で示される位置）と
、の間を移動可能な部材である。そして、緩衝部材１１２は、弱音演奏モードにおいて、
ハンマー２５０と弦５との間に介在し、ハンマーヘッド２５１と弦５との衝突を緩和する
ことにより弦５が発する音を弱める。緩衝部材１１２は、第１緩衝部材位置と第２緩衝部
材位置との間の移動経路を除き、実施形態１における緩衝部材１１２と同様に構成される
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。
【００７８】
　レール支持装置１１３は、マフラーレール１１１が第１レール位置と第２レール位置と
の間を移動可能なように、マフラーレール１１１の両端部を支持するものである。レール
支持装置１１３は、具体的には、第１柱部材１１５と、第２柱部材１１６と、連結部１１
７と、基材１１８と、から構成される。第１柱部材１１５は、基材１１８から上方に立設
し、その上端部は第２柱部材１１６と連結部１１７を介して連結されている。第２柱部材
１１６の一端部は、連結部１１７と連結し、他端部はマフラーレール１１１の各端部と接
続されている。連結部１１７は、第１柱部材１１５と第２柱部材１１６とを鍵盤４の並設
方向と垂直な面内において相対的に回転可能に連結するものである。具体的には、連結部
１１７は、第２柱部材１１６が、第１柱部材１１５との間の角度が略１８０°（すなわち
、マフラーレール１１１が第１レール位置に位置する状態）と、略９０°（すなわち、マ
フラーレール１１１が第２レール位置に位置する状態）との間を移動するように、第１柱
部材１１５と第２柱部材１１６とを連結する。基材１１８は、ピアノ本体に固定される板
状の部材である。
【００７９】
　ここで、レール支持装置１１３のピアノ本体への固定方法について説明する。図９に、
鍵盤４の並設方向から見た本実施形態に係る弱音システム１ａのグランドピアノへの固定
方法を説明するための図を示す。一般的なグランドピアノにおいて、図７に示すように、
鍵盤４やアクション機構２ａは筬１０上に載置される。また、図９に示すようにアクショ
ンレール６、ウィペンレール８は、筬１０上に鍵盤４の並設方向に複数個配設されたブラ
ケット１１００上に固定される。ブラケット１１００は、筬１０上に複数のネジ１１１０
により固定されている。このネジ１１１０のうち、ブラケット１１００の後端部を筬１０
に固定するネジ１１１０とブラケット１１００との間にレール支持装置１１３の基材１１
８を挟持した状態でネジ１１１０によりネジ止めすることにより、レール支持装置１１３
が固定される。これにより、木製のピアノ本体にレール支持装置１１３を固定するための
穴を別途開けることなく、レール支持装置１１３を固定することができる。
【００８０】
　レール駆動部１１４は、ユーザの操作に応じて、マフラーレール１１１を図７及び図８
に示す第１レール位置と第２レール位置との間で移動させるものである。具体的には、レ
ール駆動部１１４は、ユーザが操作する操作部１１４ａと、マフラーレール１１１と操作
部１１４ａとを連結する連結部１１４ｂと、マフラーレール１１１を第２レール位置に位
置するように付勢する付勢部１１４ｃとから構成され、手動によりマフラーレール１１１
の位置を移動させることができる。操作部１１４ａは、一例として輪状に形成され、ユー
ザが、操作部１１４ａを付勢部１１４ｃの付勢力に抗して引っ張った状態で、例えばチュ
ーニングピン（図示せず）に引っ掛けることにより、マフラーレール１１１を第１レール
位置に保持することができる。また、ユーザが、操作部１１４ａを引っ張らない状態（連
結部１１４ｂに張力が働かない状態）では、連結部１１７が付勢部１１４ｃの付勢力に抗
して第２支持部材１１６が第１支持部材１１５に対して略９０°の角度を成すように保持
するため、マフラーレール１１１を第２レール位置に保持することができる。連結部１１
４ｂは、マフラーレール１１１と操作部１１４ａとを連結する紐状の部材から構成される
。付勢部１１４ｃは、一端部がマフラーレール１１１に固定され、他端部が基材１１８に
固定され、マフラーレール１１１が第２レール位置に位置するように付勢するものであり
、例えば、少なくとも一部にゴムやバネ等の付勢手段を有する紐状の部材から構成される
。そして、例えば、操作部１１４ａが引っ張られていない状態、すなわち通常演奏モード
において、マフラーレール１１１は、図７及び図８の二点鎖線で示される第２レール位置
に位置する。また、操作部１１４ａが引っ張られた状態、すなわち弱音演奏モードにおい
て、マフラーレール１１１は、上方へ回動し、実線で示される第１レール位置に位置する
。
【００８１】
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　次に、レットオフ切替装置１２０ａの構成について説明する。本実施形態におけるレッ
トオフ切替装置１２０ａは、通常演奏モードにおけるレットオフと、弱音演奏モードにお
けるレットオフとを切り換える装置である。ここで、本実施形態における「レットオフ」
とは、ジャック２２０が、ハンマーローラ２５３から脱進した時のハンマーヘッド２５１
と弦５との間の距離を表すものとする。本実施形態におけるレットオフ切替装置１２０ａ
は、弱音演奏モードにおいて、レギュレーティングボタン２３０とジャック２２０との間
だけでなく、ドロップスクリュー２５５とレピティションレバー２６０との間においても
帯状部材が位置する点において、実施形態１に係るレットオフ切替装置１２０と異なる。
【００８２】
　図１０に後方から見た本実施形態に係るレットオフ切替装置１２０ａの斜視図を示す。
レットオフ切替装置１２０ａは、図９及び図１０に示すように、ブラケット１１００と、
そのブラケット１１００に隣接するアクション機構２（図７参照）との間に位置する固定
装置１５０により回転可能に支持される。固定装置１５０は、鍵盤４の並設方向と略垂直
であり、レットオフ切替装置１２０ａを支持する支持面１５１と、支持面１５１の上端部
から鍵盤４の並設方向であって、ブラケット１１００に向かう方向に延びる固定面１５２
とから一体的に形成される。固定面１５２は、ブラケット１１００の上面のアクションレ
ール６から後方に延びる取付部材１５３にボルト１５４及びナット１５５により取り付け
られる。これにより、レットオフ切替装置１２０ａは、固定装置１５０を介してブラケッ
ト１１００に固定される。
【００８３】
　次に、レットオフ切替装置１２０ａの構成について詳細に説明する。レットオフ切替装
置１２０ａは、第１帯状部材１３１と、第１支持部材１３２と、第１重り１３３と、第１
連結部材１３４と、第２帯状部材１４１と、第２支持部材１４２と、第２重り１４３と、
第２連結部材１４４と、から構成される。
【００８４】
　第１帯状部材１３１は、図７及び図８に示すように、弱音演奏モードにおいて、複数の
アクション機構２のレギュレーティングボタン２３０とジャック２２０との間にまたがっ
て位置する第１帯状部材位置（実線で表される位置）と、通常演奏モードにおいて、複数
のアクション機構２のレギュレーティングボタン２３０とジャック２２０との間に位置し
ない第２帯状部材位置（二点鎖線で表される位置）と、の間を移動可能に構成される。
【００８５】
　また、第１帯状部材１３１は、アクション機構２の並列方向に延びる帯状に形成される
。第１帯状部材１３１のアクション機構２の並列方向の両端部は、それぞれ第１支持部材
１３２に固定される。そして、第１帯状部材１３１は、図８に示すように、第１支持部材
１３２とともに回転軸Ｏ１を中心に回転することにより、第１帯状部材位置（実線で表さ
れる位置）と第２帯状部材位置（二点鎖線で表される位置）との間を移動する。
【００８６】
　また、第１帯状部材１３１は、具体的には、布等の柔軟性のある素材から形成され、ア
クション機構２の並列方向において所定の張力がかかった状態で第１支持部材１３２に固
定される。詳細には、第１帯状部材１３１は、ワッシャー（図示せず）を介してネジ（図
示せず）により第１支持部材１３２の下端部に固定される。しかし、第１帯状部材１３１
の固定方法はこれに限られず、両面テープや接着剤等の接着手段等の任意の固定手段によ
り、第１支持部材１３２に固定されてもよい。
【００８７】
　このような第１帯状部材１３１は、その他の点において、実施形態１の帯状部材１２１
と同様に構成されうる。従って、第１帯状部材１３１は、実施形態１の帯状部材１２１と
同様に機能する。
【００８８】
　第１支持部材１３２は、第１帯状部材１３１の、複数のアクション機構２の並列方向に
おける両端部を支持し、第１帯状部材１３１とともに移動可能に構成される。
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【００８９】
　具体的には、図１０に示すように、第１支持部材１３２は、ベアリング１３５と、ケー
ス１３６と、調整部材１３７，１３８とから構成される。ベアリング１３５は、ケース１
３６を固定装置１５０の支持面１５１に対して複数のアクション機構２の並列方向に平行
な回転軸Ｏ１を中心として回転可能に固定するためのものである。ケース１３６は、前側
が開口するように断面コの字型に形成される。ケース１３６の中央部は、ベアリング１３
５を収容するとともに、ケース１３６の上端部及び下端部は、調整部材１３７，１３８を
挟持する。調整部材１３７は、第１支持部材１３２と第２支持部材１４２との間の第１連
結部材１３４の長さを調整するためのものである。調整部材１３７が、ケース１３６の後
面とともに第１連結部材１３４を挟持している状態では、第１連結部材１３４は移動が規
制される。調整部材１３７を前方向に移動させ、調整部材１３７とケース１３６の後面と
の間にすき間が形成されることで、第１連結部材１３４は移動可能となる。従って、第１
支持部材１３２と第２支持部材１４２との間の第１連結部材１３４の長さが適切な状態で
、調整部材１３７を後方へ移動させ、調節部材１３７とケース１３６の後面とで第１連結
部材１３４を挟持することにより、その長さを保持することができる。調整部材１３８は
、第１帯状部材１３１の位置を調整するためのものである。調整部材１３８の下面に第１
帯状部材１３１が固定される。また、調整部材１３８をケース１３６に挟持された状態で
上下方向に移動させることにより、第１帯状部材１３１の上下位置を調整することができ
る。
【００９０】
　また、弱音演奏モードにおいて、第１支持部材１３２は、第１帯状部材１３１が第１帯
状部材位置にあるように位置する。このとき、第１帯状部材１３１が第１帯状部材位置に
確実に位置するように、すなわち、第１支持部材１３２が重り１３３にかかる重力により
回転して、第１帯状部材１３１が第１帯状部材位置よりも後方に移動しないように、第１
支持部材１３１は、固定装置１５０に設けられた第１ストッパ１５６により、回動が規制
されている。ここで、第１ストッパ１５６の下端部は、前後方向に折り曲げ可能に構成さ
れている。従って、第１ストッパ１５６の下端部の折り曲げ角度を調整することにより、
第１支持部材１３２が第１ストッパ１５６の下端部に接触したときの第１帯状部材１３１
の前後位置を調整することができる。
【００９１】
　また、通常演奏モードにおいて、第１支持部材１３２は、第１重り１３３にかかる重力
に抗して第１連結部材１３４により反時計回りに引っ張られることにより回転し、第１帯
状部材１３１が第２帯状部材位置にあるように位置する。
【００９２】
　第１重り１３３は、第１支持部材１３２が連結部材１３４により引っ張られていない状
態で、第１帯状部材１３１が第１帯状部材位置に安定して位置するように、第１支持部材
１２２に下方向（図８において時計回り）の力を負荷するものである。具体的には、第１
重り１３３は、第１帯状部材１３１が固定されている位置よりも前方の第１支持部材１３
２の下端部に固定される。
【００９３】
　第１連結部材１３４は、第２支持部材１４２と第１支持部材１３２とが連動するように
、第２支持部材１４２と第１支持部材１３２とを連結するものである。具体的には、第１
連結部材１３４は、１本の紐状の部材から構成され、一端部が第１支持部材１３２の後面
と調整部材１３７との間で挟持され、他端部が第２支持部材１４２の前面と調整部材１４
８との間で挟持される。これにより、第２支持部材１４２が回動すると、第１支持部材１
３２は、第２支持部材１４２と反対方向に回動する。
【００９４】
　第２帯状部材１４１は、図７及び図８に示すように、弱音演奏モードにおいて、複数の
アクション機構２のドロップスクリュー２５５とレピティションレバー２６０の前端部（
レピティションレザー２６３）との間にまたがって位置する第３帯状部材位置（実線で表
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される位置）と、通常演奏モードにおいて、複数のアクション機構２のレギュレーティン
グボタン２３０とジャック２２０との間に位置しない第４帯状部材位置（二点鎖線で表さ
れる位置）と、の間を移動可能に構成される。
【００９５】
　また、第２帯状部材１４１は、アクション機構２の並列方向に延びる帯状に形成される
。帯状部材１４１のアクション機構２の並列方向の両端部は、それぞれ第２支持部材１４
２に固定される。そして、第２帯状部材１４１は、図８に示すように、第２支持部材１４
２とともに回転軸Ｏ２を中心に回転することにより、第３帯状部材位置（実線で表される
位置）と第４帯状部材位置（二点鎖線で表される位置）との間を移動する。
【００９６】
　また、第２帯状部材１４１は、具体的には、布等の柔軟性のある素材から形成され、ア
クション機構２の並列方向において所定の張力がかかった状態で第２支持部材１４２に固
定される。また、図１０に示すように、第２帯状部材１４１は、ワッシャー１６１を介し
てネジ１６２により第２支持部材１４２の上端部に固定される。しかし、第２帯状部材１
４１の固定方法はこれに限られず、両面テープや接着剤等の接着手段により、第２支持部
材１４２に固定されてもよい。
【００９７】
　第２支持部材１４２は、第２帯状部材１４１の、複数のアクション機構２の並列方向に
おける両端部を支持し、第２帯状部材１４１とともに移動可能に構成される。
【００９８】
　具体的には、図１０に示すように、第２支持部材１４２は、ベアリング１４５と、ケー
ス１４６と、調整部材１４７，１４８とから構成される。ベアリング１４５は、ケース１
４６を固定装置１５０の支持面１５１に対して複数のアクション機構２の並列方向に平行
な回転軸Ｏ２を中心として回転可能に固定するためのものである。ケース１４６は、後側
が開口するように断面コの字型に形成される。ケース１４６の中央部は、ベアリング１４
５を収容するとともに、ケース１４６の上端部及び下端部は調整部材１４７，１４８を挟
持する。調整部材１４７は、第２帯状部材１４１の位置を調整するためのものである。調
整部材１４７の上面に第２帯状部材１４１が固定される。また、調整部材１４７をケース
１４６に挟持された状態で上下方向に移動させることにより、第２帯状部材１４１の上下
位置を調整することができる。調整部材１４８は、第１支持部材１３２と第２支持部材１
４２との間の第１連結部材１３４の長さ、及び第２支持部材１４２とマフラーレール１１
１との間の第２連結部材１４４の長さを調節するためのものである。調整部材１４８が、
ケース１４６の前面とともに挟持している状態では、第１連結部材１３４及び第２連結部
材１４４は移動が規制される。調整部材１４８を後方に移動させ、調整部材１４８とケー
ス１４６の前面との間にすき間が形成されることで、第１連結部材１３４及び第２連結部
材１４４は移動可能となる。従って、第１支持部材１３２と第２支持部材１４２との間の
第１連結部材１３４の長さ、及び第２支持部材１４２とマフラーレール１１１との間の第
２連結部材１４４の長さが適切な状態で、調整部材１４８を前方へ移動させ、調整部材１
４８とケース１４６の前面とで第１連結部材１３４及び第２連結部材１４４を挟持するこ
とにより、その長さを保持することができる。なお、本実施形態では、第１連結部材１３
４の長さが、調整部材１４７，１４８の両方により調整できる例について説明したが、調
整部材１４７，１４８のいずれか一方で調整できるように構成してもよい。例えば、第１
連結部材１３４の一方の端部がケース１３６の上端部に固定され、第１連結部材１３４の
他方の端部が、調整部材１４８とケース１４６との間に挟持されるように構成してもよい
。または、第１連結部材１３４の一方の端部がケース１４６の下端部に固定され、第１連
結部材１３４の他方の端部が、調整部材１３７とケース１３６との間に挟持されるように
構成してもよい。このような構成においても、本実施形態と同様に、第１連結部材１３４
の長さを調整することができる。
【００９９】
　また、弱音演奏モードにおいて、第２支持部材１４２は、第２帯状部材１４１が第３帯
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状部材位置にあるように位置する。このとき、第２帯状部材１４１が第３帯状部材位置に
確実に位置するように、すなわち、第２支持部材１４２が第２重り１４３にかかる重力に
より回転して、第２帯状部材１４１が第３帯状部材位置よりも前方に移動しないように、
第２支持部材１４２は、固定装置１５０に設けられた第２ストッパ１５７により、回動が
規制されている。ここで、第２ストッパ１５７の下端部は、前後方向に折り曲げ可能に構
成されている。従って、第２ストッパ１５７の下端部の折り曲げ角度を調整することによ
り、第２支持部材１４２が第２ストッパ１５７の下端部に接触したときの第２帯状部材１
４１の前後位置を調整することができる。
【０１００】
　また、通常演奏モードにおいて、第２支持部材１４２は、第２重り１４３にかかる重力
に抗し第２連結部材１４４により時計回りに引っ張られることにより回転し、第２帯状部
材１４１が第４帯状部材位置にあるように位置する。
【０１０１】
　第２重り１４３は、第２支持部材１４２が第２連結部材１４４により引っ張られていな
い状態で、第２帯状部材１４１が第３帯状部材位置に安定して位置するように、第２支持
部材１４２に下方向（図８において反時計回り）の力を負荷するものである。具体的には
、第２重り１４３は、第２帯状部材１４１が固定されている位置よりも後方の第２支持部
材１４２（調整部材１４８）の下端部に固定される。
【０１０２】
　第２連結部材１４４は、マフラーレール１１１と第２支持部材１４２とが連動するよう
に、マフラーレール１１１と第２支持部材１４２とを連結するものである。具体的には、
第２連結部材１４４は、１本の紐状の部材から構成され、一端部が第２支持部材１４２の
前面と調整部材１４８との間で挟持され、他端部がマフラーレール１１１の端部に固定さ
れる。これにより、マフラーレール１１１が回動すると、第２支持部材１４２も反対方向
に回動する。
【０１０３】
　次に、上述のように構成される実施形態２における弱音システム１ａとアクション機構
２ａの動作について説明する。
【０１０４】
　初めに、弱音演奏モードにおける弱音システム１ａの動作について説明する。弱音演奏
モードになるようにレール駆動部が操作されることにより、ハンマーヘッド２５が弦５を
打撃する際に緩衝部材１２１がハンマーヘッド２５１と弦５との間に介在するように、マ
フラーレール１１１は第１レール位置に、緩衝部材１２１は第１緩衝部材位置に位置する
（図７の実線の位置参照）。また、図８に示すように、マフラーレール１１１の移動に伴
い、第２連結部材１４４を介して第２支持部材１４２にかかる後方への張力がなくなるた
め、第２支持部材１４４は、第２重り１４３にかかる重力により反時計回りに回転し、第
２ストッパ１５７により規制される位置で停止する。また、第２支持部材１４２の回転に
伴い、第１支持部材１３２は第１重り１３３にかかる重力により時計回りに回転し、第１
ストッパ１５６により規制される位置で停止する。これにより、第１帯状部材１３１は、
第２帯状部材位置に位置し、第２帯状部材１４１は、第４帯状部材位置に位置する。
【０１０５】
　そして、鍵盤４が押し下げられると、周知のアクション機構２ａにより、押し下げられ
た鍵盤４に対応するハンマーヘッド２５が弦５に向かって回動する。そして、ハンマーヘ
ッド２５は、対応する緩衝部材１１２を介して弦５を打撃する。従って、打撃された弦５
が発する音は、緩衝部材１１２により弱められる。このとき、緩衝部材１１２のマフラー
レール１１１に固定されていない端部は、ハンマーヘッド２５１に押されて上方へ移動す
るが、対応するハンマーヘッド２５１が打撃する弦５にのみ接触し、その弦５に隣接する
弦５には接触しない。従って、押し下げられた鍵盤４に対応する弦５と隣接する弦５と緩
衝部材１１２との接触による不協和音は発生しない。
【０１０６】
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　また、第１帯状部材１３１の厚さの分だけ、ジャック２２０とレギュレーティングボタ
ン２３０との間においてジャック２２０が移動可能な距離が短くなる。さらに、第２帯状
部材１４１の厚さの分だけ、レピティションレバー２６０とドロップスクリュー２５５と
の間のレピティションレバー２６０の移動可能な距離が短くなる。そのため、ジャック２
２０が脱進する時のハンマーヘッド２５１の位置は通常演奏モード時よりも下方に移動す
る（すなわち、レットオフが広がる）。そして、この下方に移動した距離は、緩衝部材の
厚さと同等であるから、ハンマーヘッド２５１は、打弦するまで通常演奏モードと同様の
距離を移動する。従って、ハンマー２５０と弦５との間に緩衝部材１１２が介在しても、
ジャック２２０が脱進する働きが実現すると同時に、ドロップも適性に動作し、通常演奏
モードと同様のキータッチが得られる。
【０１０７】
　次に、通常演奏モードにおける弱音システム１ａの動作について説明する。通常演奏モ
ードになるようにレール駆動部が操作されることにより、ハンマーヘッド２５１が弦５を
打撃する際に緩衝部材１１２がハンマーヘッド２５１と弦５との間に介在しないように、
マフラーレール１１１は第２レール位置に、緩衝部材１１２は第２緩衝部材位置に位置す
る（図７の二点鎖線の位置参照）。また、図８に示すように、マフラーレール１１１が第
２レール位置に位置することにより、第２連結部材１４４を介して第２支持部材１４２の
下端部は上方へ引っ張られるため、第２支持部材１４２は、第２重り１４３にかかる重力
に抗して時計回りに回転し、マフラーレール１１１の停止とともに停止する。また、第２
支持部材１４２に連動して、第１連結部材１３４を介して第１支持部材１３２の上端部は
下方へ引っ張られるため、第１支持部材１３２は、第１重り１３３にかかる重力に抗して
反時計回りに回転し、第２支持部材１４２の停止とともに停止する。これにより、第１帯
状部材１３１は、第３帯状部材位置に位置し、第２帯状部材１４１は、第４帯状部材位置
に位置する。
【０１０８】
　そして、鍵盤４が押し下げられると、周知のアクション機構２ａにより、押し下げられ
た鍵盤４に対応するハンマーヘッド２５１が弦５に向かって回動する。このとき、第１帯
状部材１３１は、ジャック２２０とレギュレーティングボタン２３０との間に位置しない
ため、ジャック２２０はレギュレーティングボタン２３０と当接するまで移動する。また
、第２帯状部材１４１は、レピティションレバー２６０とドロップスクリュー２５５との
間に位置しないため、レピティションレバー２６０はドロップスクリュー２５５と当接す
るまで移動する。そして、ジャック２２０がハンマーローラ２５３から脱進すると、ハン
マーヘッド２５１は、緩衝部材１１２を介さずに直接弦５を打撃する。従って、打撃され
た弦５は、緩衝部材１１２により弱められることなく音を発する。
【０１０９】
　このように、本実施形態に係る弱音システム１ａにおいて、弱音演奏モードでは、ハン
マーヘッド２５１は、緩衝部材１１２を介して弦５を打撃する。このとき、マフラーレー
ル１１１と連動して第２支持部材１４２が回転し、第２支持部材１４２に固定された第２
帯状部材１４１がレピティションレバー２６０とドロップスクリュー２５５との間に位置
する。さらに、第２支持部材１４２と連動して第１支持部材１３２が回転し、第１支持部
材１３２に固定された第１帯状部材１３１がレギュレーティングボタン２３０とジャック
２２０との間に位置する。従って、ジャック２２０が脱進する時のハンマーヘッド２５１
の位置が通常演奏モード時よりも緩衝部材１１２の厚さの分だけ下方に移動する（すなわ
ち、レットオフが広がる）。そのため、ハンマーヘッド２５１と弦５との間に緩衝部材１
１２が介在しても、ジャック２２０が脱進する働きが実現すると同時に、ドロップも適性
に動作し、通常演奏モードと同様のタッチを再現できる。
【０１１０】
　また、本実施形態に係る弱音システム１ａにおいて、アクション機構２ａの並列方向に
延びる第１帯状部材１３１及び第２帯状部材１４１を、マフラーレール１１１と連動させ
て、第１帯状部材位置と第２帯状部材位置との間、及び、第３帯状部材位置と第４帯状部
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材位置との間で移動させることにより、レピティションレバー２６０とドロップスクリュ
ー２５５との間のドロップスクリュー２５５が移動可能な距離、及び、レギュレーティン
グボタン２３０とジャック２２０との間のジャック２２０が移動可能な距離を切り替える
。従って、簡易な構成で、キータッチを損なうことなく、選択的に弱音演奏モードと通常
演奏モードとを切り替えることができる。
【０１１１】
　また、本実施形態に係る弱音システム１ａにおいて、弱音装置１１０ａは、ブラケット
１１００の後端部を筬１０に固定するネジ１１１０とブラケット１１００との間にレール
支持装置１１３の基材１１８を挟持した状態でネジ１１１０によりネジ止めすることによ
り固定される。また、レットオフ切替装置１２０ａが、ブラケット１１００の上面に取り
付けられる固定装置１５０を介してブラケット１１００に固定される。従って、グランド
ピアノの木製部品に弱音システム１ａを固定するための穴を別途開けることなく、弱音シ
ステム１ａを固定することができる。
【０１１２】
　また、一般的なグランドピアノにおいて、筬はピアノの棚板上に載置されており、この
筬を前方に引き出すことにより、筬上のアクション機構をピアノ内部から取り出し、調整
することができる。本実施形態に係る弱音システム１ａは、アクション機構２とともに筬
１０上のブラケット１１００に固定されている。そのため、ピアノ内部から筬１０を引き
出すことにより、弱音システム１ａの取り付けや調整を容易に行うことができる。
【０１１３】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明を実施するにあたり、種々の形態による
変形及び応用が可能であり、上記の実施形態１及び２に限られない。例えば、上述した弱
音システム１，１ａの構成は一例であり、本発明の技術的思想の範囲内において、任意に
変更及び修正が可能である。
【０１１４】
　例えば、上記の実施形態において、緩衝部材１１２の材質をフェルト材料として説明し
たが、これに限られない。これらは、例えば、紙、樹脂、ゴム、ウレタン等、ハンマーヘ
ッド２５１と弦５との間に介在してハンマーヘッド２５１と弦５との衝突を緩和すること
が可能な材質であればよい。
【０１１５】
　さらに、緩衝部材１１２の厚さは、対応するハンマーヘッド２５１が打撃する弦５の音
域に応じて変えてもよい。具体的には、高音域側の弦５を打撃するハンマーヘッド２５１
に対応する緩衝部材１１２の厚さが、低音域側の弦５を打撃するハンマーヘッド２５１に
対応する緩衝部材１１２の厚さよりも薄い方が好ましい。また、緩衝部材１１２の厚さに
応じて、帯状部材１２１、第１帯状部材１３１、及び第２帯状部材１４１の厚さを変えて
も良い。また、帯状部材１２１、第１帯状部材１３１のレギュレーティングボタン２３０
とジャック２２０との間に位置する部分、及び、第２帯状部材１４１のレピティションレ
バー２６０とドロップスクリュー２５５との間に位置する部分に、厚紙等のシート状の部
材を固定してもよい。これにより、１本の帯状部材が、対応する緩衝部材の厚さが異なる
複数のハンマーヘッド２５１が設けられた複数のアクション機構２にまたがるように位置
する場合でも、通常演奏モード時から弱音演奏モードに切り替えた際のレットオフの移動
距離は、緩衝部材の厚さに対応させることができる。
【０１１６】
　また、上記の実施形態２において、第１支持部材１３２は、第１連結部材１３４、第２
支持部材１４２、及び第２連結部材１４４を介してマフラーレール１１１と連結され、マ
フラーレール１１１と連動するように構成されているが、第１支持部材１３２とマフラー
レール１１１とを連動させる方法はこれに限られない。例えば、第１連結部材１３４は、
第２支持部材１４２の代わりに、マフラーレール１１１と第１支持部材１３２とを連結し
てもよい。また、他の方法として、第２連結部材１４４が、第２支持部材１４２の代わり
に、マフラーレール１１１と第１支持部材１３２とを連結してもよい。
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【０１１７】
　また、上記の実施形態１において、連結部材１２４が、マフラーレール１１１と支持部
材１２２とを連結することにより、マフラーレール１１１と支持部材１２２とが連動する
ように構成されているが、マフラーレール１１１と支持部材１２２とは、連結されていな
くてもよい。具体的には、弱音演奏モードにおいて、マフラーレール１１１が第１レール
位置、帯状部材１２１が第１帯状部材位置に位置し、通常演奏モードにおいて、マフラー
レール１１１が第２レール位置、帯状部材１２１が第２帯状部材位置に位置する限り、マ
フラーレール１１１、帯状部材１２１、及び支持部材１２２を移動させる構成は任意であ
る。同様に、上記の実施形態２においても、第１支持部材１３２と、第２支持部材１４２
とは連結されていなくてもよく、また、第２支持部材１４２と、マフラーレール１１１と
は連結されていなくてもよい。
【０１１８】
　また、上記の実施形態２において、レットオフ切替装置１２０ａは、ブラケット１１０
０と、そのブラケット１１００に隣接するアクション機構２との間に配置されているが、
レットオフ切替装置１２０ａの位置はこれに限られない。例えば、ブラケット１１００と
、そのブラケット１１００に隣接するアクション機構２との間に、レットオフ切替装置１
２０ａを配置可能な十分なスペースがない場合、第１支持部材１３２をアクションレール
６よりも前方に配置するとともに、第１帯状部材１３１が実施形態２の第１帯状部材位置
と第２帯状部材位置（二点鎖線で表される位置）との間を移動可能なように第１支持部材
１３２により支持することにより、実施形態２におけるレットオフ切替装置１２０ａと同
様の機能を達成することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　本発明は、アップライトピアノやグランドピアノ等のアコースティックピアノを弱音す
る用途に好適に適用される。
【符号の説明】
【０１２０】
１，１ａ　弱音システム
１１０，１１０ａ　弱音装置
１１１　　マフラーレール
１１２　　緩衝部材
１１２ａ　基部
１１２ｂ　単音緩衝部
１１３　　レール支持装置
１１４　　レール駆動部
１１４ａ　操作部
１１４ｂ　連結部
１１４ｃ　付勢部
１１５　　第１柱部材
１１６　　第２柱部材
１１７　　連結部
１１８　　基材
１２０，１２０ａ　　レットオフ切替装置
１２１　　帯状部材
１２２　　支持部材
１２３　　重り
１２４　　連結部材
１３１　　第１帯状部材
１３２　　第１支持部材
１３３　　第１重り
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１３４　　第１連結部材
１３５　　ベアリング
１３６　　ケース１３６
１３７，１３８　調整部材
１４１　　第２帯状部材
１４２　　第２支持部材
１４３　　第２重り
１４４　　第２連結部材
１４５　　ベアリング
１４６　　ケース
１４７，１４８　調整部材
１５０　　固定装置
１５１　　支持面
１５２　　固定面
１５３　　取付部材
１５４　　ボルト
１５５　　ナット
１５６　　第１ストッパ
１５７　　第２ストッパ
１６１　　ワッシャー
１６２　　ネジ
２，２ａ　アクション機構
２１０　　ウィペン
２１１　　ウィペンフレンジ
２１２　　ウィペンヒール
２１３　　ジャックフレンジ
２１４　　ジャックスプリング
２２０　　ジャック
２２１　　第１腕部
２２２　　第２腕部
２３０　　レギュレーティングボタン
２３１　　レギュレーティングレール
２３２　　ストッパ
２４０　　バット
２５０　　ハンマー
２５１　　ハンマーヘッド
２５２　　ハンマーシャンク
２５３　　ハンマーローラ
２５４　　シャンクフレンジ
２５５　　ドロップスクリュー
２６０　　レピティションレバー
２６１　　レピティションフレンジ
２６２　　レピティションスプリング
２６３　　レピティションレザー
３，３ａ　ダンパー機構
３１　　　ダンパーレバー
３２　　　ダンパーワイヤー
３３　　　ダンパーヘッド
３４　　　ダンパーフレンジ
３５　　　ダンパースプリング
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３６　　　ダンパースプーン
３７　　　ダンパーブロック
４　　　　鍵盤
４１　　　キャプスタンボタン
５　　　　弦
６　　　　アクションレール
７　　　　ハンマーレール
８　　　　ウィペンレール
９　　　　ダンパーレール
１０　　　筬
１１００　ブラケット
１１１０　ネジ

【図１】 【図２】



(25) JP WO2014/024261 A1 2014.2.13
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【図４Ｂ】 【図５】
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【図８】 【図９】
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【国際調査報告】
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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