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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押鍵動作に応じて移動して打弦する打弦部材の移動範囲に対して進退自在に設けられ、
前記打弦部材の移動範囲に配置された場合、前記打弦部材による打弦を阻止するストッパ
部材を備える鍵盤楽器の消音装置であって、
　前記打弦部材が脱進する時期を変更する変更手段を駆動すると共に、前記ストッパ部材
を移動させる駆動力を発生する電気的駆動力発生手段と、
　前記ストッパ部材と前記電気的駆動力発生手段とを連結する機構であって、剛体部材か
ら構成される連結機構とを備え、
　前記電気的駆動力発生手段の発生する駆動力により前記連結機構と前記変更手段を作動
させ、当該連結機構が作動することにより、前記打弦部材の移動範囲の位置と当該移動範
囲から待避した位置との間で前記ストッパ部材を移動させ、当該変更手段が作動すること
により、消音演奏時において前記打弦部材が脱進する時期を通常演奏時より早くする
　ことを特徴とする鍵盤楽器の消音装置。
【請求項２】
　前記ストッパ部材は、前記打弦部材の移動範囲の位置と当該移動範囲から待避した位置
との間で回動可能に支持されており、前記連結機構が作動することにより回動させられる
　ことを特徴とする請求項１に記載の鍵盤楽器の消音装置。
【請求項３】
　前記連結機構は、前記ストッパ部材を支持する第１の回動部材と、前記電気的駆動力発
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生手段により回動させられる第２の回動部材と、前記第１の回動部材と前記第２の回動部
材とを連結するリンク部材とを有するリンク機構である
　ことを特徴とする請求項２に記載の鍵盤楽器の消音装置。
【請求項４】
　前記電気的駆動力発生手段は、当該消音装置が搭載される鍵盤楽器の棚板の上方側、か
つ鍵の後端側に配置されている
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の鍵盤楽器の消音装置。
【請求項５】
　押鍵動作に応じて移動して打弦する打弦部材の移動範囲に対して進退自在に設けられ、
前記打弦部材の移動範囲に配置された場合、前記打弦部材による打弦力を弱めるストッパ
部材を備える鍵盤楽器の弱音装置であって、
　前記打弦部材が脱進する時期を変更する変更手段を駆動すると共に、前記ストッパ部材
を移動させる駆動力を発生する電気的駆動力発生手段と、
　前記ストッパ部材と前記電気的駆動力発生手段とを連結する機構であって、剛体部材か
ら構成される連結機構とを備え、
　前記電気的駆動力発生手段の発生する駆動力により前記連結機構と前記変更手段を作動
させ、当該連結機構が作動することにより、前記打弦部材の移動範囲の位置と当該移動範
囲から待避した位置との間で前記ストッパ部材を移動させ、当該変更手段が作動すること
により、消音演奏時において前記打弦部材が脱進する時期を通常演奏時より早くする
　ことを特徴とする鍵盤楽器の弱音装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、打弦部材の移動範囲に侵入して打弦部材による打弦を阻止するストッパ部材を
備えた鍵盤楽器の消音装置、および打弦を弱める鍵盤楽器の弱音装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
鍵盤楽器に電子音源を付属させた複合鍵盤楽器においては、通常の演奏モードと消音演奏
モードとを切換可能にしている。通常の演奏モードでは、押鍵に伴ってハンマが打弦する
のに対し、消音演奏モードでは、ハンマによる打弦を停止させる一方で、押鍵動作を検知
手段で検知して、これに応じた楽音をヘッドフォンで演奏者が聴取できるようにしたり楽
音に対応する信号を記録したりすることができる。
【０００３】
従来よりハンマの打弦による発音を防止する消音装置として、図６に示すように、シャン
クストッパ２を有する装置が使用されている。このシャンクストッパ２は、長尺のレール
状の部材であって、並列されたハンマシャンク１を横断する方向に延在させられている。
そして、演奏モードを切り換える際に、このシャンクストッパ２を回動変位させる。図中
実線で示す消音演奏モードでは、押鍵してもハンマシャンク１がシャンクストッパ２に当
接して停止することによって、ハンマが打弦せず、図中破線で示す通常の演奏モードでは
、ハンマシャンク１がシャンクストッパ２に当接することなく、ハンマが打弦するように
なっている。
【０００４】
このようにシャンクストッパ２を回動変位させる機構としては、シャンクストッパ２、ま
たはシャンクストッパ２と連結された駆動部材等をワイヤーの一端に接続し、このワイヤ
ーの他端をペダルや操作摘み等に接続した構造のものが知られている。ここで、図７およ
び図８は、従来のシャンクストッパの駆動機構を示す側断面図である。図７および図８に
示すように、この消音装置では、シャンクストッパ２は、回動軸２ａを中心として回動自
在に支持されており、この回動軸２ａが回動機構３によって回動させられると、これに伴
ってシャンクストッパ２が回動軸２ａの下方側に配置されるハンマシャンク１の移動範囲
の位置（図７参照）と、シャンクストッパ２が回動軸２ａの水平方向に配置される移動範
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囲から待避した位置（図８参照）との間で回動させられるようになっている。
【０００５】
このような回動機構３にはワイヤー４の一端が連結されており、ワイヤー４の他端は、棚
板の演奏者側の部位の下面に設けられた操作摘み（図示略）等に連結されている。そして
、演奏者による操作摘みの手動回転操作に応じてワイヤー４の先端位置、つまりワイヤー
４の回動機構３との連結位置が移動させられる。このようなワイヤー４の移動により回動
機構３が回動軸３ａを中心として回動させられ、シャンクストッパ２が移動させられるよ
うになっている。従来の消音装置では、このようなワイヤー４、回動機構３等を利用し、
演奏者による操作摘みの手動回転操作に応じてシャンクストッパ２を移動させているので
ある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述したワイヤー４を用いた従来の消音装置では、操作摘みやペダルなどを演
奏者が操作し、その操作量に応じてワイヤー４の位置が変動するようになっているので、
次のような問題が生じるおそれがある。演奏者により操作摘みの誤操作が行われた場合（
特に子供が操作する場合などにあり得る）には、上述したシャンクストッパ２が消音演奏
の位置と通常演奏の位置との中間位置で停止させられてしまうことがある。このような状
態になると、正常な動作が行われないだけではなく、無理に使用した場合には装置が損傷
してしまうこともある。このような問題を抑制するためには、演奏者による正確な操作が
要求されることになるが、演奏中に操作する場合などには、誤操作をしてしまう可能性が
高く、上記のような問題が起こりうる可能性が高くなる。
【０００７】
また、ワイヤー４を用いたシャンクストッパ２の駆動機構では、操作部とシャンクストッ
パ２までの距離が長くなる。また、可撓性を有するワイヤー４により操作力を伝達する機
構であるため、ワイヤー４等が演奏者からの操作力により撓み、伝達効率が低下してシャ
ンクストッパ２駆動の動作遅延を招くこともある。従って、消音演奏から通常演奏、通常
演奏から消音演奏といった演奏モードの切替動作が遅くなってしまう。楽曲演奏中に切替
動作を行う場合には、休符の間などに切替を行うといった要求がなされることもあり、切
替動作は迅速に行われることが好ましい。
【０００８】
本発明は、上記の事情を考慮してなされたものであり、誤操作を低減することが可能であ
るとともに、消音演奏と通常演奏の迅速な切替動作が可能な鍵盤楽器の消音装置、および
弱音演奏と通常演奏の迅速な切替動作が可能な鍵盤楽器の弱音装置を提供することを目的
とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明の請求項１に記載の鍵盤楽器の消音装置は、押鍵動作
に応じて移動して打弦する打弦部材の移動範囲に対して進退自在に設けられ、前記打弦部
材の移動範囲に配置された場合、前記打弦部材による打弦を阻止するストッパ部材を備え
る鍵盤楽器の消音装置であって、前記打弦部材が脱進する時期を変更する変更手段を駆動
すると共に、前記ストッパ部材を移動させる駆動力を発生する電気的駆動力発生手段と、
前記ストッパ部材と前記電気的駆動力発生手段とを連結する機構であって、剛体部材から
構成される連結機構とを備え、前記電気的駆動力発生手段の発生する駆動力により前記連
結機構と前記変更手段を作動させ、当該連結機構が作動することにより、前記打弦部材の
移動範囲の位置と当該移動範囲から待避した位置との間で前記ストッパ部材を移動させ、
当該変更手段が作動することにより、消音演奏時において前記打弦部材が脱進する時期を
通常演奏時より早くすることを特徴としている。
【００１０】
また、請求項２に記載の鍵盤楽器の消音装置は、請求項１に記載の鍵盤楽器の消音装置に
おいて、
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前記ストッパ部材は、前記打弦部材の移動範囲の位置と当該移動範囲から待避した位置と
の間で回動可能に支持されており、前記連結機構が作動することにより回動させられるこ
とを特徴としている。
【００１１】
また、請求項３に記載の鍵盤楽器の消音装置は、請求項２に記載の鍵盤楽器の消音装置に
おいて、
前記連結機構は、前記ストッパ部材を支持する第１の回動部材と、前記電気的駆動力発生
手段により回動させられる第２の回動部材と、前記第１の回動部材と前記第２の回動部材
とを連結するリンク部材とを有するリンク機構であることを特徴としている。
【００１２】
また、請求項４に記載の鍵盤楽器の消音装置は、請求項１ないし３のいずれかに記載の鍵
盤楽器の消音装置において、
前記電気的駆動力発生手段は、当該消音装置が搭載される鍵盤楽器の棚板の上方側、かつ
鍵の後端側に配置されていることを特徴としている。
【００１３】
　また、請求項５に記載の鍵盤楽器の弱音装置は、押鍵動作に応じて移動して打弦する打
弦部材の移動範囲に対して進退自在に設けられ、前記打弦部材の移動範囲に配置された場
合、前記打弦部材による打弦力を弱めるストッパ部材を備える鍵盤楽器の弱音装置であっ
て、前記打弦部材が脱進する時期を変更する変更手段を駆動すると共に、前記ストッパ部
材を移動させる駆動力を発生する電気的駆動力発生手段と、前記ストッパ部材と前記電気
的駆動力発生手段とを連結する機構であって、剛体部材から構成される連結機構とを備え
、前記電気的駆動力発生手段の発生する駆動力により前記連結機構と前記変更手段を作動
させ、当該連結機構が作動することにより、前記打弦部材の移動範囲の位置と当該移動範
囲から待避した位置との間で前記ストッパ部材を移動させ、当該変更手段が作動すること
により、消音演奏時において前記打弦部材が脱進する時期を通常演奏時より早くすること
を特徴としている。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
Ａ．実施形態の構成
まず、図１は本発明の実施形態に係る消音装置を備えたグランドピアノの１つの鍵の動作
に応じて駆動されるアクション機構を示す側断面図である。同図に示すように、このアク
ション機構は、鍵１０と、この鍵１０の動作により駆動されるウイペン１１と、このウイ
ペン１１の動作により駆動されるジャック１２と、このジャック１２により駆動されて弦
を打撃するハンマアセンブリ（打弦部材）１３とを備えている。そして押鍵により鍵１０
の後端側（図の左端側）が上昇し、そこに固定されたキャプスタン１４がウイペン１１を
押し上げるようになっている。
【００１５】
鍵１０は、図示せぬバランスピンによって回動自在に支持されており、このような鍵１０
の複数が図の紙面垂直方向である左右方向に並設され鍵盤が構成される。演奏者により鍵
１０の前端部（図の左側）が押下されると、鍵１０はバランスピンを支点として図中反時
計回りの方向に回動するようになっている。符号１５は、サポートレールであり、サポー
トレール１５の端部（図の右端部）には、ウイペン１１の右端部が回動自在に支持されて
いる。ウイペン１１の自由端（図の左端）には、略Ｌ字形状のジャック１２がその屈曲部
分近傍で回動自在に取り付けられている。ここでジャック１２は、斜め上方に向けて延在
するジャック大１２Ａと、このジャック大１２Ａに対してほぼ直交するジャック小１２Ｂ
とから構成されている。本実施形態では、後述する通常演奏時にレギュレーチングボタン
２３と当接する先端突起１２Ｂａと、後述する消音演奏時に第２レギュレーチングボタン
２２３と当接する突起１２Ｂｂがジャック小１２Ｂに設けられている。
【００１６】
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また、ウイペン１１の中央部には、支柱１６が取り付けられ、支柱１６の上端部にはレペ
ティションレバー１７の中間部が回転自在に取り付けられている。レペティションレバー
１７の右端部には、上下方向に向けて貫通する長孔１７Ａが形成され、長孔１７Ａには、
ジャック大１２Ａの上端部が挿入されている。
【００１７】
符号１８は、鍵盤の配列方向に亘って延在するシャンクレールであり、シャンクレール１
８には、ハンマアセンブリ１３の基部を構成するハンマフレンジ１９が固定されている。
ハンマフレンジ１９の右端部には、先端部にハンマヘッド２０が固定されたハンマシャン
ク２１が上下方向に回動自在に取り付けられている。ハンマシャンク２１の基端部下面に
は、ローラー２２が取り付けられている。ローラー２２の下面は、レペティションレバー
１７の長孔１７Ａに挿入されたジャック大１２Ａの上端面と僅かな隙間を持った状態でレ
ペティションレバー１７の上面に当接させられている。
【００１８】
シャンクレール１８には、複数の鍵１０の配列方向に亘って延在するレギュレーチングレ
ール１１９が支持されている。レギュレーチングレール１１９の下部には、ジャック１２
に対応してレギュレーチングボタン２３が設けられている。
【００１９】
上述した構成は、従来知られたグランドピアノとほぼ同様であるが、本実施形態では、こ
のような一般的な構成を備えたグランドピアノに搭載することが可能な消音装置に特徴を
有しており、以下、この消音装置の構成について図１～図３を参照しながら説明する。な
お、図２および図３においては、この消音装置の構造をより明確に示すために、ハンマア
クション機構等の各部材を適宜省略している。
【００２０】
本実施形態に係る消音装置は、ストッパ部材３０と、第２レギュレーチングボタン２２３
と、ストッパ部材３０および第２レギュレーチングボタン２２３を後述する消音演奏時の
位置と、通常演奏時の位置との間で移動させる駆動機構３００とを備えている。
【００２１】
ストッパ部材３０は、鍵１０の配列方向に延在する部材であり、鍵１０の配列方向を軸方
向とする回動軸３３ａに取り付けられている。これにより、ストッパ部材３０は、後述す
る駆動機構３００によって回動させられる回動軸３３ａの回動に伴って回動させられる。
ストッパ部材３０は、このような回動軸３３ａの回動に伴う回動によって、押鍵によるハ
ンマシャンク２１の移動範囲の位置と、当該移動範囲から待避した位置との間で変位する
ことができるようになっている。
【００２２】
図２に示すように、ストッパ部材３０が回動軸３３ａの下方側に位置してハンマシャンク
２１の移動範囲の位置に配置されている場合には、ハンマヘッド２０が弦を打撃する前に
ハンマシャンク２１に衝突し、衝突位置より上方へのハンマヘッド２０の移動を制限する
。このような位置にストッパ部材３０が配置されている状態が、鍵１０を押下操作しても
弦がハンマヘッド２０に打撃されない状態、いわゆる消音演奏状態である。
【００２３】
一方、図１および図３に示すように、ストッパ部材３０が回動軸３３ａの水平方向に位置
してハンマシャンク２１の移動範囲から待避した位置に配置されている場合には、ハンマ
ヘッド２０の回動が阻止されずに弦が打撃されるようになっている。このような位置にス
トッパ部材３０が配置されている状態が、鍵１０の押下操作に応じて打弦される状態、い
わゆる通常演奏状態である。
【００２４】
第２レギュレーチングボタン２２３は、回動軸２２３ａに取り付けられており、後述する
駆動機構３００により回動させられる回動軸２２３ａの回動に伴って回動させられる。第
２レギュレーチングボタン２２３は、このような回動軸２２３ａの回動に伴う回動によっ
て、押鍵による突起１２Ｂｂの移動範囲の位置と、当該移動範囲から待避した位置との間
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で変位することができるようになっている。
【００２５】
図２に示す消音演奏状態の位置に第２レギュレーチングボタン２２３が配置されている場
合には、押鍵によるジャック小１２Ｂの移動時に突起１２Ｂｂが第２レギュレーチングボ
タン２２３に当接する。
【００２６】
一方、図１および図３に示す通常演奏状態の位置に第２レギュレーチングボタン２２３が
配置されている場合には、押鍵によるジャック小１２Ｂの移動時に突起１２Ｂｂが当接せ
ず、通常のグランドピアノと同様に突起１２Ｂａがレギュレーチングボタン２３に当接す
る。
【００２７】
次に、上述したストッパ部材３０を伴って回動する回動軸３３ａと、第２レギュレーチン
グボタン２２３を伴って回動する回動軸２２３ａとを回動させる駆動機構３００について
説明する。
【００２８】
駆動機構３００は、電動モータ（電気的駆動力発生手段）３０１と、ストッパ部材駆動機
構３０２と、第２レギュレーチングボタン駆動機構３０３とを備えている。電動モータ３
０１は、奥筐３５１に固定された支持部材３０５によって、棚板上方における鍵１０の後
端側（図１の右側）に配置されており、その回転軸の軸方向は鍵１０の配列方向である図
１の紙面垂直方向となっている。ここで、駆動機構３００は、図４に示すように、グラン
ドピアノのいずれか一方側（図示は高音側）の端部近傍に配置されており、駆動機構３０
０の各構成要素は、グランドピアノの腕木３５０および奥筐３５１によって支持されてお
り、以下駆動機構３００の各構成要素について図１～図４を参照しながら詳細に説明する
。
【００２９】
ストッパ部材駆動機構３０２は、上述した電動モータ３０１の回転軸３０１ａに取り付け
られる回動アーム（第２の回動部材）３１０と、リンク部材３１１と、回動アーム３１２
と、リンク部材３１３と、回動アーム（第１の回動部材）３１４とを有している。
【００３０】
回動アーム３１０は、電動モータ３０１の回転軸３０１ａに取り付けられており、当該回
転軸３０１ａが電動モータ３０１により回動させられた場合、この回転軸３０１ａを中心
として回動させられる。この回動アーム３１０の回動端側に、ほぼ上下方向に延びるリン
ク部材３１１の下端が回転自在に結合されており、リンク部材３１１の上端は、回動アー
ム３１２に回転自在に結合されている。
【００３１】
回動アーム３１２は、回動軸３２０を中心として回動自在に軸支されており、この回動軸
３２０から三方に延びる部分３１２ａ，３１２ｂ，３１２ｃを有している。上述したリン
ク部材３１１の上端は、回動軸３２０から図の右下側に延びる部分３１２ａに回転自在に
結合されている。回動アーム３１２の回動軸３２０から図の右斜め上方側に延びる部分３
１２ｂには、リンク部材３１３の一端が回転自在に結合されている。回動アーム３１２の
回動軸３２０から図の左側に延びる部分３１２ｃは、第２レギュレーチングボタン駆動機
構３０３に電動モータ３０１からの駆動力を伝達する部分であり、詳細な役割については
後述する。
【００３２】
リンク部材３１３は、上述したように一端が回動アーム３１２の部分３１２ｂに結合され
ており、その他端は回動アーム３１４の一端に回転自在に結合されている。
【００３３】
回動アーム３１４は、上述したように一端にリンク部材３１３が結合されており、その他
端側には回動軸３３ａが取り付けられている。また、回動アーム３１４の他端は、回動軸
３３ａに取り付けられるとともに、この回動軸３３ａの位置を中心として回動自在になさ
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れている。この回動軸３３ａは、腕木３５０に固定された支持部材３５０ａによって配置
位置が固定支持されているが、その位置において回転自在になされており、回動アーム３
１４が回動させられると、回動軸３３ａは、その位置において回転させられる。
【００３４】
このような構成の下、電動モータ３０１の回転軸３０１ａが図２に示す状態（消音演奏状
態）から図中時計回りに回転させられると、この回転軸３０１ａを中心として回動アーム
３１０が図中時計回りに回動させられる。この回動アーム３１０の回動によりリンク部材
３１３がほぼ上方側に押し上げられ、これにより回動アーム３１２が回動軸３２０を中心
として図中反時計回りに回動させられる。
【００３５】
このように回動アーム３１２が図中反時計回りに回動させられると、リンク部材３１３は
図中ほぼ左側に押しだされ、回動アーム３１４が回動軸３３ａを中心として図中時計回り
に回動させられる。この回動アーム３１４の回動に伴って回動軸３３ａは、その位置にお
いて時計回りに回転し、この回動軸３３ａに固定されたストッパ部材３０も時計回りに回
動させられる。この結果、図３に示すように回動軸３３ａに対して水平方向に配置され、
ストッパ部材３０がハンマシャンク２１の移動範囲から待避した通常演奏状態となる。一
方、図３に示す通常演奏状態から図２に示す消音演奏状態に移行する場合には、電動モー
タ３０１の回転軸３０１ａを図中反時計回りに回転させれば、各アームおよびリンク部材
は上記と逆方向に移動し、ストッパ部材３０が回動軸３３ａの下方側であるハンマシャン
ク２１の移動範囲に侵入した位置に配置される。
【００３６】
このように回動アーム３１０と回動アーム３１２の間、および回動アーム３１２と回動ア
ーム３１４の間をそれぞれリンク部材３１１およびリンク部材３１３によりリンク結合す
ることにより、電動モータ３０１の発生する回転動力を伝達し、ストッパ部材３０を通常
演奏状態の位置と消音演奏状態の位置との間で回動変位させることができる。
【００３７】
第２レギュレーチングボタン駆動機構３０３は、第１アーム部材３３３と、第２アーム部
材３３４と、第３アーム部材３３５と、押圧部３３６と、リンク部材３３７と、第４アー
ム部材３３８とを有している。
【００３８】
第１アーム部材３３３は、その下端部を中心軸として回動自在に支持されており、回動端
である上端部には、第２アーム部材３３４の下端部が回転自在に結合されている。第２ア
ーム部材３３４の上端部には、第３アーム部材３３５の下端部が回転自在に結合されると
ともに、リンク部材３３７の一端が回転自在に結合されている。第３アーム部材３３５の
上端側には、押圧部３３６が固定されており、押圧部３３６は、図２に示す消音演奏状態
において回動アーム３１２の部分３１２ｃにより押圧される押圧面３３６ａを有している
。
【００３９】
ここで、第１アーム部材３３３および第２アーム部材３３４の連結部にはねじりバネが設
けられており、押圧部３３６と回動アーム３１２の部分３１２ｃが当接していない通常演
奏状態、つまり外力が加わっていない状態では、そのバネ力により第１アーム部材３３３
および第２アーム部材３３４は図３に示す位置に保持されるようになっている。
【００４０】
上述したようにリンク部材３３７の一端は、第２アーム部材３３４の上端部に回転自在に
結合されており、その他端は第４アーム部材３３８の上端部に回転自在に結合されている
。
【００４１】
第４アーム部材３３８は、上述したように上端部にリンク部材３３７が結合されており、
その下端部には回動軸２２３ａが取り付けられている。また、第４アーム部材３３８の下
端部は、回動軸２２３ａに取り付けられるとともに、この回動軸２２３ａの位置を中心と
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して回動自在になされている。この回動軸２２３ａは、その配置位置は固定であるが、そ
の位置において回転自在になされており、第４アーム部材３３８が回動させられると、回
動軸２２３ａは、その位置において回転させられる。
【００４２】
このような構成の下、ストッパ部材駆動機構３０２の回動アーム３１２が図３に示す通常
演奏状態から図２に示す消音演奏状態に回動させられると、部分３１２ｃにより押圧部３
３６が図中左側に移動させられる。これにより、押圧部３３６が取り付けられた第３アー
ム部材３３５、これに結合される第２アーム部材３３４および第１アーム部材３３３がね
じりバネの付勢力に抗して図中左側に移動させられる。そして、第２アーム部材３３４が
左側に移動させられることにより、これに連結されたリンク部材３３７が左側に移動させ
られる。これにより、第４アーム部材３３８が回動軸２２３ａを中心として図中反時計回
りに回動させられる。このリンク部材３３７の回動に伴って回動軸２２３ａは、その位置
において反時計回りに回転し、この回動軸２２３ａに固定された第２レギュレーチングボ
タン２２３も反時計回りに回動させられる。この結果、図２に示すように回動軸２２３ａ
の下方側に配置され、第２レギュレーチングボタン２２３がジャック小１２Ｂの突起１２
Ｂｂと当接する位置に配置された消音演奏状態となる。一方、図２に示す消音演奏状態か
ら図３に示す通常演奏状態に移行する場合には、電動モータ３０１の回転軸３０１ａを図
中時計回りに回転させれば、回動アーム３１２の部分３１２ｃが押圧部３３６から離間し
、ねじりバネの付勢力により各アームおよびリンク部材３３７は上記と逆方向に移動し、
第２レギュレーチングボタン２２３が回動軸２２３ａ斜め左下側であるジャック小１２Ｂ
の突起１２Ｂｂの移動範囲から待避した位置に配置される。
【００４３】
次に、本実施形態に係る消音装置の制御構成について図５を参照しながら説明する。同図
に示すように、この消音装置の制御構成は、通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１と、制
御部４２と、ＭＤ（モータドライブ）ユニット４３と、電動モータ３０１と、リミットス
イッチ４４ａ，４４ｂとを備えている。
【００４４】
通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１は、使用者により操作されるスイッチであり、通常
演奏状態と消音演奏状態とを切り替えるためのスイッチである。ここで、通常演奏／消音
演奏切替スイッチ４１は、このグランドピアノの棚板の使用者側の面などの操作しやすい
部位に取り付けたりすることが好ましい。また、リモートコントロール端末等や、当該グ
ランドピアノに設けられた接続端子等にケーブルを介して接続される外部の装置であって
もよい。
【００４５】
制御部４２は、ＣＰＵ（中央処理装置）等を有しており、通常演奏／消音演奏切替スイッ
チ４１の設定状態に応じてＭＤユニット４３に駆動電流を供給する。ＭＤユニット４３は
、制御部４２からの駆動電流により電動モータ３０１を回転駆動する。リミットスイッチ
４４ａ，４４ｂは、電動モータ３０１の回転軸３０１ａに取り付けられた回動アーム３１
０の位置に応じて動作するスイッチであり、具体的にはリミットスイッチ４４ａは回動ア
ーム３１０が通常演奏状態の位置にあるときに動作し、リミットスイッチ４４ｂは回動ア
ーム３１０が消音演奏状態の位置にあるときに動作する。これらのリミットスイッチ４４
ａ，４４ｂからの信号により制御部４２は、回動アーム３１０が消音演奏状態の位置に達
しているか、通常演奏状態の位置に達しているかといった情報を取得することができる。
【００４６】
Ｂ．実施形態の動作
次に、上記構成の消音装置を備えたグランドピアノの動作について説明する。このグラン
ドピアノでは、上述したように電動モータ３０１を駆動することにより、ストッパ部材３
０および第２レギュレーチングボタン２２３を回動変位させて通常演奏状態と消音演奏状
態とにすることができる。以下、各演奏状態での押鍵時の動作について説明するが、これ
に先立ち演奏状態の切り替え動作について説明する。
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【００４７】
Ｂ－１．演奏状態の切替動作
まず、図１および図３に示す通常演奏状態から図２に示す消音演奏状態に切り替える場合
の動作について説明する。この場合、使用者は通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１を操
作して消音演奏状態に切り替えるように指示すると、この指示を受けた制御部４２からＭ
Ｄユニット４３に駆動電流が供給される。ここで、制御部４２からＭＤユニット４３に供
給される駆動電流は、電動モータ３０１を図１中反時計回りに回転させようとする電流で
あり、これにより電動モータ３０１の回転軸３０１ａは反時計回りに回転を開始する。こ
の回転軸３０１ａの回転に伴って回動アーム３１０が回動させられる。そして、回動アー
ム３１０が消音演奏状態の位置に達すると、このことがリミットスイッチ４４ｂからの信
号により制御部４２で検知され、制御部４２は駆動電流の供給を停止して、電動モータ３
０１を停止させる。このようにして、回動アーム３１０が消音演奏状態の位置まで回動さ
せられ、これに連動する駆動機構３００の各部材が変位し、ストッパ部材３０および第２
レギュレーチングボタン２２３が回動変位させられる。
【００４８】
一方、図２に示す消音演奏状態から図１および図３に示す通常演奏状態に切り替える場合
にも、使用者は通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１を操作して通常演奏状態に切り替え
るように指示する。そして、この指示を受けた制御部４２からＭＤユニット４３に駆動電
流が供給される。ここで、制御部４２からＭＤユニット４３に供給される駆動電流は、電
動モータ３０１を図１中時計回りに回転させようとする電流であり、これにより電動モー
タ３０１の回転軸３０１ａは時計回りに回転を開始する。この回転軸３０１ａの回転に伴
って回動アーム３１０が回動させられる。そして、回動アーム３１０が通常演奏状態の位
置に達すると、このことがリミットスイッチ４４ａからの信号により制御部４２で検知さ
れ、制御部４２は駆動電流の供給を停止して、電動モータ３０１を停止させる。このよう
にして、回動アーム３１０が通常演奏状態の位置まで回動させられ、これに連動する駆動
機構３００の各部材が変位し、ストッパ部材３０および第２レギュレーチングボタン２２
３が回動変位させられる。
【００４９】
上述した切替動作時に、何らかの理由によってリミットスイッチ４４ａ，４４ｂが動作し
なくなることをも考えられる。このようなリミットスイッチ４４ａ，４４ｂ等の動作不良
を考慮し、本実施形態では、通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１からの指示に基づいて
駆動電流の供給を開始した後、駆動電流の供給を開始して所定時間が経過するまでの間に
リミットスイッチ４４ａ，４４ｂからの検出信号が得られない場合には、制御部４２は安
全回路を作動させて駆動電流を停止させる。
【００５０】
Ｂ－２．通常演奏
次に、通常演奏状態での押鍵時の動作について説明する。通常演奏／消音演奏切替スイッ
チ４１により通常演奏が選択されると、図１および図３に示すように、ストッパ部材３０
はハンマシャンク２１の移動範囲から待避した位置に配置され、第２レギュレーチングボ
タン２２３もジャック小１２Ｂの移動範囲から待避した位置に配置される。この状態で、
鍵１０が押下されると、鍵１０に取り付けられたキャプスタン１４がウイペン１１を突き
上げ、ウイペン１１を時計回りに回動させる。これに伴い、このウイペン１１の自由端に
回動自在に取り付けられたジャック１２のジャック大１２Ａがローラー２２を突き上げ、
ハンマシャンク２１を反時計回りの方向へ回動させる（図１）。この後、ジャック小１２
Ｂの突起１２Ｂａがレギュレーチングボタン２３に当接すると、ジャック大１２Ａが左方
向に移動してハンマシャンク２１に取り付けられたローラー２２から離間する。ジャック
１２から離間したハンマシャンク２１は、その慣性力により回動を続け、ハンマヘッド２
０が押鍵された鍵に対応する弦を打撃する。
【００５１】
次に離鍵が行われると、押鍵時とは逆にウイペン１１が反時計方向に回動し、ハンマシャ
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ンク２１が時計方向へ回動することにより、ウイペン１１の端部に取り付けられたクッシ
ョン４２にハンマシャンク２１が当接して静止する。この動作に伴って、ジャック小１２
Ｂとレギュレーチングボタン２３との係合状態が徐々に解除され、ジャック１２が半時計
方向に回動してジャック大１２Ａがローラー２２の真下側に移動し、押鍵前の初期位置に
戻る。なお、以上の動作は従来の一般的なグランドピアノと同様である。
【００５２】
Ｂ－３．消音演奏
次に、消音演奏時の動作について説明する。通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１により
消音演奏状態が選択されると、図２に示すように、ストッパ部材３０はハンマシャンク２
１の移動範囲に侵入した位置に配置され、第２レギュレーチングボタン２２３はジャック
小１２Ｂの移動範囲に侵入した位置に配置される。
【００５３】
この状態で鍵１０が押下されると、通常演奏の場合と同様にキャプスタン１４がウイペン
１１を時計回りに回動させ、ジャック大１２Ａが、ローラー２２を突き上げ、ハンマシャ
ンク２１を反時計回りに回動させる。この後、ジャック小１２Ｂの突起１２Ｂａがレギュ
レーチングボタン２３に当接する前に、ジャック小１２Ｂの突起１２Ｂｂが第２レギュレ
ーチングボタン２２３に当接し、通常演奏時より早いタイミングでジャック大１２Ａがロ
ーラ２２の下面から抜ける。これによりジャック１２は、通常演奏時より低い位置でハン
マシャンク２１に取り付けられたローラー２２から離間する。つまり、通常演奏時よりも
「脱進」するタイミングが早くなる。このように「脱進」した後、ジャック１２から離間
して回動を続けるハンマシャンク２１は、ハンマヘッド２０が弦に当たる手前でストッパ
部材３０に当接し、反時計回りの方向に跳ね返される。その後の動作は通常演奏の場合と
同様である。
【００５４】
本実施形態においては、通常演奏状態と消音演奏状態とを切り替える場合に、ストッパ部
材３０を回動変位させるストッパ部材駆動機構３０２は、複数の剛体部材（リンク部材や
アーム部材）を連結させることによって構成されている。つまり、駆動機構の中にワイヤ
ーなどの可撓性を有する部材がなく、駆動機構を構成する各部品が十分な剛性を有してい
る。従って、電動モータ３０１から付与される力により各部品に撓み等が生じることが低
減され、効率のよい駆動力伝達が行えることになり、迅速な切替動作が可能となる。なお
、本発明において、「剛体部材」とは一切変形しない完全剛体のみを意味するだけではな
く、ワイヤーのように物体の有する可撓性や弾性等を利用したりするものを除いたもの、
つまり機能上変形する必要がない部材を意味するものとし、一般的な固形の金属、樹脂お
よび木材等は本発明における「剛体部材」に属する。
【００５５】
また、駆動源である電動モータ３０１は、棚板の上方、かつ鍵１０の後端側に配置されて
いるため、駆動対象であるストッパ部材３０との距離が短く、駆動機構３００を構成する
部品数等を低減することができる。また、図４に示すように、消音装置を構成する電動モ
ータ３０１や駆動機構３００といった駆動用の部品（配線等を除く）は、いずれか一方の
腕木３５０と奥筐３５１とが形成する角部近傍のみに配置されているので、ピアノへの消
音装置の取付作業が簡易である。
【００５６】
また、手動操作によるストッパ部材３０の駆動を行う場合には、誤操作等によって、スト
ッパ部材３０が消音演奏の位置と通常演奏の位置との中間位置で停止させられてしまうこ
とがある。これに対し、本実施形態では、通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１の設定に
応じて、電動モータ３０１を駆動源とした駆動機構３００による消音演奏状態と通常演奏
状態とを切り替えているので、ストッパ部材３０が消音演奏位置と通常演奏位置との中間
位置などに配置されることがなく、これに起因する消音装置の損傷等を低減することがで
きる。
【００５７】
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また、電動モータ３０１を駆動源としているので、電動モータ３０１を制御する制御部４
２と、通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１との接続は信号の授受が行えるような接続で
足りる。従って、両者を配置設計自由度の高い信号線を使用して接続したり、無線接続等
したりすることができ、通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１の設置自由度が高まる。従
って、使用者の操作しやすい場所に通常演奏／消音演奏切替スイッチ４１を設置すること
が可能であり、操作性を向上させることができる。
【００５８】
また、本実施形態では、使用者の操作力を利用して駆動する機構ではなく、通常演奏／消
音演奏切替スイッチ４１により電気的にスイッチ切り替えを行っているので、操作が簡単
であり、演奏中にも操作が行いやすいといった利点がある。
【００５９】
Ｃ．変形例
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、以下のような種々の変形
が可能である。
【００６０】
（１）上述した実施形態では、電動モータ３０１の駆動制御方法として、リミットスイッ
チ４４ａ，４４ｂを用いたフィードバック制御を採用していたが、これに限らず、ストッ
パ部材３０が消音演奏位置と通常演奏位置とに正確に配置されるような方法により電動モ
ータ３０１を制御するものであればよい。例えば、ストッパ部材３０が消音演奏位置と通
常演奏位置に配置されるような駆動信号を予め求めておき、この駆動信号を供給するフィ
ードフォワード制御であってもよい。
【００６１】
（２）また、上述した実施形態では、ストッパ部材３０がハンマシャンク２１の移動範囲
に侵入して打弦前にハンマシャンク２１の運動を阻止する消音演奏を可能とする消音装置
について説明したが、ストッパ部材３０が打弦前にハンマシャンク２１を受け止めること
により、ハンマシャンク２１の速度を減少させて弱音演奏を行う弱音装置に本発明を適用
することができる。
【００６２】
（３）また、上述した実施形態において、消音演奏を行う場合には、図示しない光センサ
等により鍵１０の動作等を検出して、この検出結果に基づいて音源回路より楽音信号を出
力するようにしてもよい。このようにすれば演奏者は、消音演奏時においても、ヘッドホ
ンやスピーカ等で演奏を聴くことができる。
【００６３】
（４）また、上述した実施形態においては、駆動源として電動モータ３０１を採用してい
たが、これに限らず、電気的に駆動力を発生するものであればよく、例えばソレノイドユ
ニットのプランジャに回動アーム３１０を連結し、ソレノイドユニットに駆動電流を供給
することによりプランジャを変位させて回動アーム３１０を回動させるようにしてもよい
。
【００６４】
（５）また、上述した実施形態では、本発明をグランドピアノに適用した場合について説
明したが、これに限らず、本発明は他の鍵盤楽器に適用することも可能である。
【００６５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、誤操作を低減することが可能であるとともに、消
音または弱音演奏と通常演奏の迅速な切替動作が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係る消音装置を備えたグランドピアノのアクション機構
近傍を示す側断面図である。
【図２】　消音演奏状態における前記消音装置を示す側面図である。
【図３】　通常演奏状態における前記消音装置を示す側面図である。
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【図４】　前記消音装置の駆動機構を示す分解斜視図である。
【図５】　前記消音装置の制御構成を示すブロック図である。
【図６】　従来の消音装置を備えたグランドピアノのアクション機構を示す側断面図であ
る。
【図７】　消音演奏状態における従来の前記消音装置を示す図である。
【図８】　通常演奏状態における従来の前記消音装置を示す図である。
【符号の説明】
１０……鍵、３０……ストッパ部材、３３ａ……回動軸、４１……通常演奏／消音演奏切
替スイッチ、４２……制御部、４４ａ，４４ｂ……リミットスイッチ、駆動機構３００、
３０１……電動モータ、３０２……ストッパ部材駆動機構、３０３……第２レギュレーチ
ングボタン駆動機構、３１０……回動アーム、３１１……リンク部材、３１２……回動ア
ーム、３１３……リンク部材、３１４……回動アーム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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