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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】上面と側面、上面と前面および側面と前面との
間にそれぞれ接続面を形成し、その接続面を凹凸模様が
形成された面や鏡面で構成することにより美観を向上で
きる電子楽器の鍵を提供する。
【解決手段】黒鍵におけるキートップ部２０の上面部２
１、側面部２２および前面部２３に、それぞれ線状凸部
２６ａからなる上面模様部２６、線状凸部２７ａからな
る側面模様部２７および線状凸部２８ａからなる前面模
様部２８を形成した。そして、上面部２１と側面部２２
との間、上面部２１と前面部２３との間および側面部２
２と前面部２３との間にそれぞれ接続面２４ａ，２４ｂ
，２４ｃおよび角面部２５ａ，２５ｂを形成し、それぞ
れの接続面２４ａ，２４ｂ，２４ｃおよび角面部２５ａ
，２５ｂの表面に、複数の微小凸部２９ａ接続面模様部
２７を形成した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面、側面および前面に、凹部からなる線状部と凸部からなる線状部との少なくとも一
方で構成される線模様が形成された電子楽器の鍵において、
　前記上面と前記側面との間、前記上面と前記前面との間および前記側面と前記前面との
間にそれぞれ接続面を形成し、それぞれの接続面を、複数の微小凹部と複数の微小凸部と
の少なくとも一方からなる接続面模様部または鏡面で構成したことを特徴とする電子楽器
の鍵。
【請求項２】
　前記接続面模様部を、前記上面、前記側面および前記前面に形成された線模様とは異な
る模様パターンの凹凸模様で構成した請求項１に記載の電子楽器の鍵。
【請求項３】
　上面、側面および前面に、凹部からなる線状部と凸部からなる線状部との少なくとも一
方で構成される線模様が形成された電子楽器の鍵において、
　前記上面と前記側面との間、前記上面と前記前面との間および前記側面と前記前面との
間にそれぞれ接続面を形成し、それぞれの接続面に、凹部からなる線状部と凸部からなる
線状部との少なくとも一方で構成される接続面模様部を形成したことを特徴とする電子楽
器の鍵。
【請求項４】
　前記上面に隣接する接続面に形成された接続面模様部の模様パターンと、前記上面に形
成された線模様の模様パターンとが連続した模様パターンになるようにし、前記上面に隣
接する接続面に形成された接続面模様部の模様パターンと、前記側面に形成された線模様
の模様パターンと前記前面に形成された線模様の模様パターンとの少なくとも一方の模様
パターンとが不連続な模様パターンになるようにした請求項３に記載の電子楽器の鍵。
【請求項５】
　前記上面に隣接する接続面に形成された接続面模様部の模様パターンと、前記上面に形
成された線模様の模様パターンとが連続した模様パターンになるようにし、かつ、前記上
面に隣接する接続面に形成された接続面模様部の模様パターンと前記側面に形成された線
模様の模様パターン、および前記上面に隣接する接続面に形成された接続面模様部の模様
パターンと前記前面に形成された線模様の模様パターンとがそれぞれ連続した模様パター
ンになるようにした請求項３に記載の電子楽器の鍵。
【請求項６】
　上面と側面との間、前記上面と前面との間および前記側面と前記前面との間にそれぞれ
接続面を形成し、前記上面、前記側面および前記前面のうちの少なくとも前記上面に、凹
部からなる線状部と凸部からなる線状部との少なくとも一方で構成される線模様を形成し
た電子楽器の鍵であって、
　前記鍵が、前記鍵を前記鍵の上下方向に移動させることにより成形型から離型する射出
成形により成形されたものであり、かつ、前記接続面の表面粗さが、前記上面の表面粗さ
よりも小さく設定されていることを特徴とする電子楽器の鍵。
【請求項７】
　前記接続面の表面粗さが前記上面から離れるにしたがって徐々に小さくなるように設定
されている請求項６に記載の電子楽器の鍵。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面に凹凸模様が形成された電子楽器の鍵に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電子楽器が備える鍵の中には、高級感を出すために、木目模様や象牙模様等
の凹凸を形成したものがある（例えば、特許文献１参照）。この鍵は、黒鍵を構成してお
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り、射出成形によって成形される。そして、成形後に、鍵の上面と両側面とをサンドペー
パで削り加工することにより、不規則な断面Ｖ字状の溝からなる木目調の凹凸模様が形成
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１６９３６１号公報
【発明の概要】
【０００４】
　しかしながら、前述した鍵では、鍵の表面を構成する上面から両側面にかかる部分をす
べてサンドペーパで削り加工することにより木目調の凹凸模様を形成しているため、凹凸
模様が単調になり美観に乏しいものであった。
【０００５】
　本発明は、前述した問題に対処するためになされたもので、その目的は、上面と側面、
上面と前面および側面と前面との間にそれぞれ接続面を形成し、その接続面を凹凸模様が
形成された面や鏡面で構成することにより美観を向上できる電子楽器の鍵を提供すること
である。なお、下記本発明の各構成要件の記載においては、本発明の理解を容易にするた
めに、実施形態の対応箇所の符号を括弧内に記載しているが、本発明の構成要件は、実施
形態の符号によって示された対応箇所の構成に限定解釈されるべきものではない。
【０００６】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る電子楽器の鍵の構成上の特徴は、上面（２
１）、側面（２２）および前面（２３）に、凹部からなる線状部と凸部からなる線状部（
２６ａ，２７ａ，２８ａ）との少なくとも一方で構成される線模様が形成された電子楽器
の鍵（１０）において、上面と側面との間、上面と前面との間および側面と前面との間に
それぞれ接続面（２４ａ，２４ｂ，２４ｃ，２４ｅ，２４ｆ，２５ａ，２５ｂ）を形成し
、それぞれの接続面を、複数の微小凹部と複数の微小凸部（２９ａ）との少なくとも一方
からなる接続面模様部（２９）または鏡面で構成したことにある。
【０００７】
　本発明に係る電子楽器の鍵では、上面と側面との間、上面と前面との間および側面と前
面との間にそれぞれ接続面を形成し、その接続面を、複数の微小凹部や複数の微小凸部か
らなる接続面模様部または鏡面で構成している。この場合の接続面は、両側に位置する２
つの面の角部を削り平らにするための平面や、両側に位置する面を滑らかに接続する凸曲
面で構成される。このため、上面と側面との間、上面と前面との間および側面と前面との
間にそれぞれ接続面模様部または鏡面がくっきりと現れて、上面、側面および前面の境界
が明確になり、興趣に富むものとなる。また、上面、側面および前面に線模様が形成され
ていることに加えて、接続面を微小凹部や微小凸部からなる接続面模様部で構成すること
により、触覚においても鍵全体の凹凸を感じやすくなる。
【０００８】
　また、本発明においては、接続面模様部（３９）を、上面（３１）、側面（３２）およ
び前面（３３）に形成された線模様（３６，３７，３８）とは異なる模様パターンの凹凸
模様（３９）で構成することが好ましい。これによると、それぞれ凹凸からなる線模様が
形成された上面、側面および前面の境界部分に、上面、側面および前面の線模様とは異な
る形状の接続面模様部が位置するようになるため、上面、側面および前面の輪郭が際立っ
て現れるようになる。これによって、鍵のデザイン効果が向上する。なお、本発明に係る
線模様は、連続する凸条や凹溝に限らず、複数の凸部や凹部を連ねて線状に形成したもの
も含むものとする。
【０００９】
　本発明に係る電子楽器の鍵の他の構成上の特徴は、上面（４１）、側面（４２）および
前面（４３）に、凹部からなる線状部と凸部からなる線状部（４６ａ，４７ａ，４８ａ）
との少なくとも一方で構成される線模様（４６，４７，４８）が形成された電子楽器の鍵
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（４０）において、上面と側面との間、上面と前面との間および側面と前面との間にそれ
ぞれ接続面（４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｅ，４４ｆ，４５ａ，４５ｂ）を形成し、そ
れぞれの接続面に、凹部からなる線状部と凸部からなる線状部（４９ａ）との少なくとも
一方で構成される接続面模様部（４９）を形成したことにある。
【００１０】
　本発明に係る電子楽器の鍵では、上面と側面との間、上面と前面との間および側面と前
面との間にそれぞれ接続面を形成し、その接続面に、凹部や凸部からなる線状部で構成さ
れる接続面模様部を形成している。このため、上面と側面との間、上面と前面との間およ
び側面と前面との間にそれぞれ接続面模様部がくっきりと現れて、上面、側面および前面
の境界が明確になり、興趣に富むものとなる。また、接続面模様部が凹部や凸部からなる
線状部で構成されるため、触覚においてもその凹凸を感じやすくなる。
【００１１】
　本発明に係る電子楽器の鍵のさらに他の構成上の特徴は、上面（５１）に隣接する接続
面（５４ａ，５４ｂ，５４ｃ，５５ａ，５５ｂ）に形成された接続面模様部（５９ａ）の
模様パターンと、上面に形成された線模様（５６）の模様パターンとが連続した模様パタ
ーンになるようにし、上面に隣接する接続面に形成された接続面模様部の模様パターンと
、側面（５２）に形成された線模様（５７）の模様パターンと前面（５３）に形成された
線模様（５８）の模様パターンとの少なくとも一方の模様パターンとが不連続な模様パタ
ーンになるようにしたことにある。
【００１２】
　本発明に係る電子楽器の鍵では、上面に、凹部や凸部からなる線状部で構成された線模
様が形成され、上面に隣接する接続面に、それぞれ上面の線模様の模様パターンに連続す
る模様パターンを備えた接続面模様部が形成されている。そして、側面に形成された線模
様と前面に形成された線模様との少なくとも一方の線模様の模様パターンは、上面との間
に形成された接続面の接続面模様部の模様パターンとは不連続な模様パターンになるよう
にしている。このため、上面と上面に隣接する接続面とが所定の厚みを備えた一体のもの
で構成されているように見える。この場合、上面の線模様および接続面の接続面模様部を
木材の板目模様や柾目模様のように形成することにより、鍵の上面に突き板の風合いを表
現することができる。
【００１３】
　本発明に係る電子楽器の鍵のさらに他の構成上の特徴は、上面（６１）に隣接する接続
面（６４ａ，６４ｂ，６５）に形成された接続面模様部（６９）の模様パターンと、上面
に形成された線模様（６６）の模様パターンとが連続した模様パターンになるようにし、
かつ、上面に隣接する接続面に形成された接続面模様部の模様パターンと側面（６２）に
形成された線模様（６７）の模様パターン、および上面に隣接する接続面に形成された接
続面模様部の模様パターンと前面（６３）に形成された線模様（６８）の模様パターンと
がそれぞれ連続した模様パターンになるようにしたことにある。
【００１４】
　本発明に係る電子楽器の鍵では、上面に、凹部や凸部からなる線状部で構成された線模
様が形成され、上面に隣接する接続面に、上面の線模様の模様パターンに連続する模様パ
ターンを備えた接続面模様部が形成されている。そして、側面に形成された線模様の模様
パターンと、前面に形成された線模様の模様パターンとは、それぞれ上面との間に形成さ
れた接続面の接続面模様部の模様パターンと連続するようにしている。このため、上面、
側面、前面および各接続面のすべてが一体で構成されているように見える。この場合、上
面、側面および前面の線模様および接続面の接続面模様部を木材の板目模様や柾目模様の
ように形成することにより、鍵の表面に本物の無垢材の風合いを表現することができる。
【００１５】
　本発明に係る電子楽器の鍵のさらに他の構成上の特徴は、上面（７１）と側面（７２）
との間、上面と前面（７３）との間および側面と前面との間にそれぞれ接続面（７４ａ，
７４ｂ，７４ｃ，７５ａ，７５ｂ）を形成し、上面、側面および前面のうちの少なくとも
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上面に、凹部からなる線状部と凸部からなる線状部（７６ａ）との少なくとも一方で構成
される線模様（７６）を形成した電子楽器の鍵（７０）であって、鍵が、前記鍵を前記鍵
の上下方向に移動させることにより成形型から離型する射出成形により成形されたもので
あり、かつ、接続面の表面粗さが、上面の表面粗さよりも小さく設定されていることにあ
る。
【００１６】
　本発明では、上面、側面および前面の各面の間に形成された接続面の表面粗さが、上面
の表面粗さよりも小さく設定されている。このため、鍵を成形する際に、接続面にアンダ
ーカットが生じて成形された鍵を成形型から抜き難くなるといったことを防止できる。こ
の結果、上面に表面粗さの大きな凹凸模様が形成された鍵であっても、成形された鍵を成
形型から抜く操作がスムーズになり、生産性の向上と品質の確保とが図れる。この場合、
接続面は、それぞれ隣接する両側の面を滑らかに接続する凸曲面で構成することが好まし
い。また、側面および前面は平滑面で構成することが好ましいが、成形された鍵を成形型
から抜く際に、アンダーカットが生じない程度の凹凸模様であれば形成することもできる
。
【００１７】
　本発明に係る電子楽器の鍵のさらに他の構成上の特徴は、接続面の表面粗さが上面から
離れるにしたがって徐々に小さくなるように設定されていることにある。これによると、
上面と側面、および上面と前面とが、接続面によって自然に接続されるようになり、一体
感のあるデザインを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る黒鍵を示した斜視図である。
【図２】図１に示した黒鍵のキートップ部を示した斜視図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る黒鍵のキートップ部を示した斜視図である。
【図４】本発明の第３実施形態に係る黒鍵のキートップ部を示した斜視図である。
【図５】本発明の第４実施形態に係る黒鍵のキートップ部を示した斜視図である。
【図６】本発明の第５実施形態に係る黒鍵のキートップ部を示した斜視図である。
【図７】本発明の第６実施形態に係る黒鍵のキートップ部を示した斜視図である。
【図８】黒鍵のキートップ部に形成された接続面を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態に係る電子楽器の鍵を図面を用いて説明する。図１は、同
実施形態に係る黒鍵１０を示している。この黒鍵１０は、電子楽器（図示せず）の上面に
おける手前側（演奏者側）に白鍵とともに複数個並べられるもので、それぞれ長手方向を
前後に向けて設置される。この黒鍵１０は、硬質の合成樹脂を一体成形することにより形
成されており、鍵本体部１１と、キートップ部２０とを備えている。鍵本体部１１は、下
面が開口した細長い四角枠状に形成されており、後部側の上部には本体上面部１１ａが形
成されている。
【００２０】
　キートップ部２０は、鍵本体部１１の上部が開口した前部側部分の上部に形成されてお
り、上面部２１と、左右一対の側面部２２（一方しか図示せず）と、前面部２３と、後面
部（図示せず）とを備えている。また、図２に示したように、上面部２１と一方の側面部
２２（図２の手前側の側面部）との間、上面部２１と他方の側面部２２との間、上面部２
１と前面部２３との間および上面部２１と後面部との間には、それぞれ接続面部２４ａ，
２４ｂ，２４ｃ，２４ｄが形成されている。各接続面部２４ａ～２４ｄは、それぞれ、上
面部２１から徐々に下降していく凸曲面で構成されており、上面部２１の縁部に沿って水
平方向に延びている。
【００２１】
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　さらに、一方の側面部２２と前面部２３との間および他方の側面部２２と前面部２３と
の間には、それぞれ接続面部２４ｅ，２４ｆが形成され、一方の側面部２２と後面部との
間および他方の側面部２２と後面部との間には、それぞれ接続面部２４ｇ等（他方の側面
部２２と後面部との間の接続面部は図示せず）が形成されている。これらの接続面部２４
ｅ～２４ｇ等は、それぞれ隣接する二つの面を滑らかに接続する凸曲面で構成されており
、上下方向に延びている。そして、接続面部２４ａ～２４ｇ等のうちの３つの面で囲まれ
、キートップ部２０の上部の四隅に位置する部分には、それぞれ略三角形の凸曲面からな
る角面部２５ａ，２５ｂ，２５ｃ，２５ｄが形成されている。
【００２２】
　このキートップ部２０では、上面部２１の表面に、上面模様部２６が形成され、一対の
側面部２２の表面には、それぞれ側面模様部２７が形成されている。また、前面部２３の
表面には前面模様部２８が形成され、接続面部２４ａ～２４ｇ等および角面部２５ａ～２
５ｄの表面には、それぞれ接続面模様部２９が形成されている。なお、後面部の表面は平
滑面で構成されている。上面模様部２６は、前後方向に延びる複数の線状凸部２６ａを左
右に間隔を保って配置することによって凹凸のある柾目模様に形成されている。また、一
方の側面部２２に形成された側面模様部２７は、前後方向に延びる複数の線状凸部２７ａ
を上下に間隔を保って配置することによって凹凸のある板目模様に形成され、他方の側面
部２２に形成された側面模様部２７も、複数の線状凸部２７ａを上下に間隔を保って配置
することによって凹凸のある板目模様に形成されている。
【００２３】
　前面模様部２８は、中央側が左側に凸状になって上下方向に延びる湾曲した線状凸部２
８ａを左右に間隔を保って複数配置することによって凹凸のある年輪模様に形成されてい
る。そして、接続面部２４ａ～２４ｇ等および角面部２５ａ～２５ｄの表面に形成された
接続面模様部２９は、密集して配置された複数の微小凸部２９ａで構成されている。
【００２４】
　各線状凸部２６ａ～２８ａにおける上面部２１、側面部２２および前面部２３の表面（
線状凸部２６ａ～２８ａが形成されてない部分）からの突出長さは、それぞれ０．０１ｍ
ｍ～１ｍｍ、好ましくは０．０２ｍｍ～０．５ｍｍ、さらに好ましくは０．０５ｍｍ～０
．３ｍｍに設定されている。また、各微小凸部２９ａにおける接続面部２４ａ～２４ｇ等
および角面部２５ａ～２５ｄの表面（微小凸部２９ａが形成されていない部分）からの突
出長さは、それぞれ０．０１ｍｍ～１ｍｍ、好ましくは０．０２ｍｍ～０．５ｍｍ、さら
に好ましくは０．０５ｍｍ～０．３ｍｍに設定され、各微小凸部２９ａの直径はそれぞれ
０．０３ｍｍ～０．５ｍｍ、好ましくは０．０５ｍｍ～０．３ｍｍ、さらに好ましくは０
．０８ｍｍ～０．２ｍｍに設定されている。
【００２５】
　なお、このキートップ部２０を備えた黒鍵１０を一体成形する射出成形機には、固定型
と可動型とからなる成形型が備わっており、成形型の成形面に、上面模様部２６、側面模
様部２７、前面模様部２８および接続面模様部２９に対応する凹凸模様、すなわち、上面
模様部２６や接続面模様部２９等と凹凸が逆になる凹凸模様が形成されている。このため
、黒鍵１０の成形が容易になる。また、このように構成された黒鍵１０を電子楽器の本体
に組付けて演奏するときには、各黒鍵１０のキートップ部２０を構成する各面に木目模様
が見え、その木目模様を区切るようにして各面の縁部に、複数の微小凸部２９ａからなる
接続面模様部２９が見える。このため、電子楽器の美観が向上するとともに、押鍵操作の
際に、上面模様部２６や接続面模様部２９等が変化して見えるようになり、演奏が楽しく
なる。また、押鍵時に、指がキートップ部２０の上面模様部２６や接続面模様部２９に触
れることによっても、触感に変化が生じて興趣に富むものとなる。
【００２６】
　このように、本実施形態に係る黒鍵１０では、キートップ部２０の上面部２１、両側面
部２２、前面部２３および後面部のうちの２つの面の間にそれぞれ接続面部２４ａ～２４
ｇ等を形成し、各接続面部２４ａ～２４ｄで形成される四角形の四隅に位置する部分に、
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それぞれ角面部２５ａ～２５ｄを形成している。そして、上面部２１、両側面部２２およ
び前面部２３にそれぞれ木目模様の上面模様部２６、側面模様部２７および前面模様部２
８を形成し、接続面部２４ａ～２４ｇ等および角面部２５ａ～２５ｄの表面に、複数の微
小凸部２９ａからなる接続面模様部２９を形成している。
【００２７】
　このため、上面模様部２６、側面模様部２７および前面模様部２８で、木目調の風合い
を出すことができる。そして、上面部２１、両側面部２２、前面部２３および後面部のう
ちの２つの面の間にそれぞれ細長い接続面模様部２９がくっきりと現れるため、各面の境
界が明確になり、興趣に富むものとなる。また、上面部２１の表面に凹凸からなる上面模
様部２６を形成していることに加えて、接続面部２４ａ～２４ｄおよび角面部２５ａ～２
５ｄの表面に、複数の微小凸部２９ａからなる接続面模様部２９を形成しているため、触
覚においても凹凸模様を感じやすくなる。
【００２８】
　なお、本実施形態では、上面部２１と後面部との間および両側面部２２と後面部との間
、にも接続面部２４ｄ，２４ｇ等やその表面の接続面模様部２９を設け、さらに、接続面
部２４ａ，２４ｂと接続面部２４ｄとの間に角面部２５ｃ，２５ｄやその表面の接続面模
様部２９を設けているが、これらのものは省略してもよい。また、上面模様部２６、側面
模様部２７および前面模様部２８を構成する線状凸部２６ａ～２８ａは、連続する凸条に
限らず、複数の凸部を連ねて線状に形成したものであってもよい。
【００２９】
　さらに、本実施形態では、上面模様部２６、側面模様部２７および前面模様部２８を線
状凸部２６ａ～２８ａで構成しているが、この線状凸部２６ａ～２８ａに代えて、線状凹
部で上面模様部２６、側面模様部２７および前面模様部２８を構成してもよいし、線状凸
部２６ａ～２８ａと線状凹部との双方で上面模様部２６、側面模様部２７および前面模様
部２８を構成してもよい。同様に、本実施形態では、接続面模様部２９を、複数の微小凸
部２９ａで構成しているが、この微小凸部２９ａに代えて、複数の微小凹部で接続面模様
部２９を構成してもよいし、微小凸部２９ａと微小凹部との双方で接続面模様部２９を構
成してもよい。
【００３０】
　また、本実施形態では、接続面部２４ａ～２４ｇ等および角面部２５ａ～２５ｄの表面
をそれぞれ、凸曲面で構成しているが、これらの表面は平面で構成してもよい。さらに、
角面部２５ａ～２５ｄの表面には、接続面模様部２９を形成せずに、鏡面にしてもよい。
また、黒鍵１０を成形する際に、二色の樹脂材料を用いて、黒鍵１０の色が部分的に異な
るようにしてもよい。さらに、この上面模様部２６、側面模様部２７、前面模様部２８お
よび接続面模様部２９を形成する鍵は、黒鍵１０でなく、白鍵にしてもよいし、黒鍵１０
と白鍵との双方にしてもよい。
【００３１】
（第２実施形態）
　図３は、本発明の第２実施形態に係る黒鍵のキートップ部３０を示している。このキー
トップ部３０では、上面部３１と一方の側面部３２（図３の手前側の側面部）との間、上
面部３１と他方の側面部３２との間および上面部３１と前面部３３との間に、それぞれ水
平方向に延びる平面状の接続面部３４ａ，３４ｂ等（上面部３１と他方の側面部３２との
間の接続面部は図示せず）が形成されている。また、一方の側面部３２と前面部３３との
間および他方の側面部３２と前面部３３との間に、それぞれ上下方向に延びる平面状の接
続面部３４ｃ等（他方の側面部３２と前面部３３との間の接続面部は図示せず）が形成さ
れている。そして、接続面部３４ａ～３４ｃ等のうちの３つの面で囲まれる角部に位置す
る部分には、それぞれ三角形の鏡面からなる角面部３５（一つしか図示せず）が形成され
ている。
【００３２】
　すなわち、このキートップ部３０では、上面部３１と後面部との間および両側面部３２
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と後面部との間には、接続面部および角面部は形成されていない。そして、このキートッ
プ部３０では、上面部３１の表面に、上面模様部３６が形成され、一対の側面部３２の表
面には、それぞれ側面模様部３７が形成されている。また、前面部３３の表面には前面模
様部３８が形成され、各接続面部３４ａ～３４ｃ等の表面には接続面模様部３９が形成さ
れている。上面模様部３６は、複数の曲線状の線状凸部３６ａを間隔を保って配置するこ
とによって凹凸のある木目模様に形成されている。
【００３３】
　また、一方の側面部３２に形成された側面模様部３７は、複数の曲線状の線状凸部３７
ａを間隔を保って配置することによって凹凸のある木目模様に形成され、他方の側面部３
２に形成された側面模様部３７も、複数の曲線状の線状凸部３７ａを間隔を保って配置す
ることによって凹凸のある木目模様に形成されている。前面模様部３８は、中央側が斜め
下方に凸状になって左上から右下方向に延びる湾曲した線状凸部３８ａを上下に間隔を保
って複数配置することによって凹凸のある年輪模様に形成されている。そして、接続面模
様部３９は、密集して配置された複数の微小凸部３９ａで構成されている。このキートッ
プ部３０を備えた黒鍵のそれ以外の部分の構成については、前述した黒鍵１０と同一であ
る。
【００３４】
　このように、本実施形態に係る黒鍵では、キートップ部３０の上面部３１の表面および
両側面部３２の表面に、木目模様の上面模様部３６および側面模様部３７を形成し、前面
部３３の表面に年輪模様の前面模様部３８を形成することによって、キートップ部３０の
外観を木材の切断面のようにしている。そして、接続面部３４ａ～３４ｃ等の表面に微小
凸部３９ａからなる接続面模様部３９を形成し、角面部３５を鏡面に形成している。この
ため、それぞれ木目模様や年輪模様が形成された上面部３１、側面部３２および前面部３
３の境界部分に、木目模様や年輪模様とは異なる形状の接続面模様部３９や角面部３５が
位置するようになり、上面模様部３６、側面模様部３７および前面模様部３８の輪郭が際
立って現れるようになる。これによって、黒鍵におけるキートップ部３０のデザイン効果
が向上する。このキートップ部３０を備えた黒鍵におけるそれ以外の作用効果については
、前述した第１実施形態に係る黒鍵１０と同様である。
【００３５】
　なお、本実施形態では、前面模様部３８を、湾曲して左右に延びる複数の線状凸部３８
ａで構成しているが、これに代えて、水平方向に真っ直ぐに延びる線状凸部や、垂直方向
に延びる線状凸部を間隔を保って複数配置することによって前面模様部を構成してもよい
。また、径の異なる環状の線状凸部を内側から外側に向けて複数配置することによって前
面模様部を年輪状に形成したり、木の導管のような凹凸模様で前面模様部を構成したりし
てもよい。同様に、上面模様部３６および側面模様部３７も前述した凹凸模様以外の凹凸
模様に形成してもよい。さらに、接続面部３４ａ～３４ｃや角面部３５は平面でなく凸曲
面で構成してもよい。また、本実施形態は、前述した第１実施形態において説明した各変
形例と同じように、変形することができる。
【００３６】
（第３実施形態）
　図４は、本発明の第３実施形態に係る黒鍵のキートップ部４０を示している。このキー
トップ部４０では、上面部４１と一方の側面部４２（図４の手前側の側面部）との間、上
面部４１と他方の側面部４２との間、上面部４１と前面部４３との間および上面部４１と
後面部との間に、それぞれ水平方向に延びる凸曲面状の接続面部４４ａ，４４ｂ，４４ｃ
，４４ｄが形成されている。また、一方の側面部４２と前面部４３との間、他方の側面部
４２と前面部３３との間、一方の側面部４２と後面部との間、他方の側面部４２と後面部
との間に、それぞれ上下に延びる凸曲面状の接続面部４４ｅ，４４ｆ，４４ｇ等（他方の
側面部４２と後面部との間の接続面部は図示せず）が形成されている。そして、接続面部
４４ａ～４４ｇ等のうちのそれぞれ３つの面で囲まれる角部に位置する部分には、それぞ
れ略三角形の凸曲面からなる角面部４５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５ｄが形成されている。
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【００３７】
　上面部４１の表面には、上面模様部４６が形成され、一対の側面部４２の表面には、そ
れぞれ側面模様部４７が形成されている。そして、前面部４３の表面には前面模様部４８
が形成され、各接続面部４４ａ～４４ｇ等および角面部４５ａ～４５ｄの表面には接続面
模様部４９が形成されている。上面模様部４６は、所定の領域内に複数の線状凸部４６ａ
を配置することにより、雲の形状や水面の波形状のような凹凸模様に形成されている。ま
た、両側面模様部４７は、所定の領域内に複数の線状凸部４７ａを配置することにより凹
凸模様に形成され、前面模様部４８は、所定の領域内に複数の線状凸部４８ａを配置する
ことにより凹凸模様に形成されている。そして、接続面模様部４９も、所定の領域内に複
数の線状凸部４９ａを配置することにより凹凸模様に形成されている。両側面模様部４７
、前面模様部４８および接続面模様部４９も、上面模様部４６と同様の、雲の形状や水面
の波形状のような凹凸模様で構成されている。
【００３８】
　このキートップ部４０を備えた黒鍵のそれ以外の部分の構成については、前述した黒鍵
１０と同一である。このように、本実施形態に係るキートップ部４０を備えた黒鍵では、
上面模様部４６、側面模様部４７、前面模様部４８および接続面模様部４９が、それぞれ
所定の領域内に配置された複数の線状凸部４６ａ～４９ａで構成されているため、各模様
部４６～４９の所定の領域を任意の形状にすることにより興趣に富んだ凹凸模様を備えた
黒鍵を得ることができる。また、上面部４１、両側面部４２、前面部４３、接続面部４４
ａ～４４ｇ等および角面部４５ａ～４５ｄの表面にそれぞれ類似した凹凸模様を形成して
いるため、統一感のあるデザインを実現できる。このキートップ部４０を備えた黒鍵にお
けるそれ以外の作用効果については、前述した第１実施形態に係る黒鍵１０と同様である
。また、本実施形態も、前述した第１実施形態において説明した各変形例と同じように、
変形することができる。
【００３９】
（第４実施形態）
　図５は、本発明の第４実施形態に係る黒鍵のキートップ部５０を示している。このキー
トップ部５０では、上面部５１と一方の側面部５２（図５の手前側の側面部）との間、上
面部５１と他方の側面部５２との間、上面部５１と前面部５３との間および上面部５１と
後面部との間に、それぞれ水平方向に延びる凸曲面状の接続面部５４ａ，５４ｂ，５４ｃ
，５４ｄが形成されている。また、一方の側面部５２と前面部５３との間、他方の側面部
５２と前面部５３との間、一方の側面部５２と後面部との間および他方の側面部５２と後
面部との間に、それぞれ上下方向に延びる凸曲面状の接続面部５４ｅ，５４ｆ，５４ｇ等
（他方の側面部５２と後面部との間の接続面部は図示せず）が形成されている。そして、
接続面部５４ａ～５４ｇ等のうちのそれぞれ３つの面で囲まれる角部に位置する部分に、
それぞれ略三角形の凸曲面からなる角面部５５ａ，５５ｂ，５５ｃ，５５ｄが形成されて
いる。
【００４０】
　上面部５１の表面に上面模様部５６が形成され、両側面部５２の表面にそれぞれ側面模
様部５７が形成され、前面部５３の表面に前面模様部５８が形成されている。そして、接
続面部５４ａ～５４ｄおよび角面部５５ａ～５５ｄの表面に接続面模様部５９ａが形成さ
れ、接続面部５４ｅ～５４ｇ等に接続面模様部５９ｂが形成されている。上面模様部５６
は、キートップ部５０の後部から前部に延びたのちに湾曲して後部に戻る湾曲した線状凸
部５６ａを前後に間隔を保って複数配置することによって凹凸のある板目模様に形成され
ている。すなわち、上面模様部５６においては、上面部５１の左右方向の中央側に位置す
る線状凸部５６ａの湾曲部よりも外部側に位置する線状凸部５６ａの湾曲部の方が前方に
位置するようにして複数の線状凸部５６ａが配置されている。
【００４１】
　そして、接続面模様部５９ａは、上面部５１の縁部に到達している線状凸部５６ａに繋
がるようにして複数の線状凸部５９ｃを、それぞれ接続面部５４ａ～５４ｄおよび角面部
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５５ａ～５５ｄの表面に形成することにより構成されている。したがって、上面模様部５
６と接続面模様部５９ａとは、一体となって突き板のように見える。この場合、接続面部
５４ａ～５４ｄおよび角面部５５ａ～５５ｄの部分は、突き板の厚みとして認識される。
また、一方の側面模様部５７は、キートップ部５０の前方下部から後方上部に延びる線状
凸部５７ａを上下に間隔を保って複数配置することによって凹凸のある柾目模様に形成さ
れ、他方の側面模様部５７も、キートップ部５０の前方下部から後方上部に延びる線状凸
部５７ａを上下に間隔を保って複数配置することによって凹凸のある柾目模様に形成され
ている。
【００４２】
　そして、前面模様部５８は、前面部５３の左上から右下に延びる線状凸部５８ａを上下
に間隔を保って複数配置することによって凹凸のある年輪模様に形成されており、各線状
凸部５８ａは、中央側が左下方に凸状になる湾曲した線状に形成されている。また、後面
部にも前面模様部５８と同様の凹凸模様が形成されている。接続面模様部５９ｂは、それ
ぞれ接続面部５４ｅ～５４ｇ等の両側に位置する側面部５２、前面部５３および後面部の
線状凸部５７ａ，５８ａ等を延長する複数の線状凸部５９ｄで構成されている。
【００４３】
　また、接続面模様部５９ａを構成する複数の線状凸部５９ｃと、側面模様部５７の線状
凸部５７ａ、前面模様部５８の線状凸部５８ａ、後面部の凹凸模様を構成する線状凸部お
よび接続面模様部５９ｂの線状凸部５９ｄとはいずれも繋がっていない。このため、接続
面部５４ａ～５４ｄおよび角面部５５ａ～５５ｄと、側面部５２、前面部５３、後面部お
よび接続面部５４ｅ～５４ｇ等とは、別体からなる木材を組付けたかのように見える。こ
のキートップ部５０を備えた黒鍵のそれ以外の部分の構成については、前述した黒鍵１０
と同一である。
【００４４】
　このように、本実施形態に係るキートップ部５０を備えた黒鍵では、上面模様部５６と
接続面模様部５９ａとは模様パターンが連続し、接続面模様部５９ａと、側面模様部５７
、前面模様部５８、後面部に形成された凹凸模様および接続面模様部５９ｂとはそれぞれ
模様パターンが不連続になっている。このため、上面模様部５６と接続面模様部５９ａと
は、一体となって突き板のように見え、上面模様部５６および接続面模様部５９ａと、側
面模様部５７、前面模様部５８、後面部に形成された凹凸模様および接続面模様部５９ｂ
とは、別体からなる木材を組付けたように見える。これによって、キートップ部５０の上
面に突き板の風合いを表現できる。このキートップ部５０を備えた黒鍵におけるそれ以外
の作用効果については、前述した第１実施形態に係る黒鍵１０と同様である。また、本実
施形態も、前述した第１実施形態において説明した各変形例と同じように、変形すること
ができる。
【００４５】
（第５実施形態）
　図６は、本発明の第５実施形態に係る黒鍵が備えるキートップ部６０を示している。こ
のキートップ部６０では、上面部６１と一方の側面部６２（図６の手前側の側面部）との
間、上面部６１と他方の側面部６２との間および上面部６１と前面部６３との間に、それ
ぞれ水平方向に延びる平面状の接続面部６４ａ，６４ｂ等（上面部６１と他方の側面部６
２との間の接続面部は図示せず）が形成されている。また、一方の側面部６２と前面部６
３との間および他方の側面部６２と前面部６３との間に、それぞれ上下方向に延びる平面
状の接続面部６４ｃ等（他方の側面部６２と前面部６３との間の接続面部は図示せず）が
形成されている。そして、接続面部６４ａ～６４ｃ等のうちのそれぞれ３つの面で囲まれ
る上方前部両側の角部に位置する部分には、それぞれ三角形の平面からなる角面部６５（
一方しか図示せず）が形成されている。
【００４６】
　上面部６１の表面に、上面模様部６６が形成され、両側面部６２の表面には、それぞれ
側面模様部６７が形成されている。そして、前面部６３の表面には前面模様部６８が形成
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され、接続面部６４ａ～６４ｃの表面には接続面模様部６９が形成されている。上面模様
部６６は、キートップ部６０の前部から後部に向かって右側に緩やかに湾曲しながら延び
る線状凸部６６ａを左右に間隔を保って複数配置することによって凹凸のある板目模様に
形成されている。また、一対の側面部６２に形成された側面模様部６７は、ともにキート
ップ部６０の前部から後部に向かって上方に緩やかに湾曲しながら延びる線状凸部６７ａ
を上下に間隔を保って複数配置することによって凹凸のある板目模様に形成されている。
【００４７】
　前面模様部６８は、前面部６３の左上から右下に延びる線状凸部６８ａを左右に間隔を
保って複数配置することによって凹凸のある年輪模様に形成されており、各線状凸部６８
ａは、中央側が左下方に凸状になる湾曲した線状に形成されている。そして、接続面模様
部６９は、それぞれ線状凸部６６ａと線状凸部６７ａとの近傍に位置する端部どうし、線
状凸部６６ａと線状凸部６８ａとの近傍に位置する端部どうし、線状凸部６７ａと線状凸
部６８ａとの近傍に位置する端部どうしをそれぞれ接続する複数の線状凸部６９ａで構成
されている。このキートップ部６０を備えた黒鍵のそれ以外の部分の構成については、前
述したキートップ部３０を備えた黒鍵と同一である。
【００４８】
　このように、本実施形態に係るキートップ部６０を備えた黒鍵では、上面模様部６６、
側面模様部６７、前面模様部６８および接続面模様部６９のすべてで連続した模様パター
ンが形成される。このため、キートップ部６０は、あたかも一体からなる無垢材のように
見える。このキートップ部６０を備えた黒鍵におけるそれ以外の作用効果については、前
述した第２実施形態に係るキートップ部３０を備えた黒鍵と同様である。また、本実施形
態も、前述した第１実施形態において説明した各変形例と同じように、変形することがで
きる。
【００４９】
（第６実施形態）
　図７は、本発明の第６実施形態に係る黒鍵が備えるキートップ部７０を示している。こ
のキートップ部７０では、上面部７１の表面が、上面部７１の左右方向の中央側が両側よ
りも上方に盛り上がった凸曲面で構成されている。そして、上面部７１と一方の側面部７
２（図７の手前側の側面部）との間、上面部７１と他方の側面部７２との間、上面部７１
と前面部７３との間および上面部７１と後面部との間に、それぞれ水平方向に延びる凸曲
面状の接続面部７４ａ，７４ｂ，７４ｃ，７４ｄが形成されている。
【００５０】
　また、一方の側面部７２と前面部７３との間、他方の側面部７２と前面部７３との間、
一方の側面部７２と後面部との間、他方の側面部７２と後面部との間に、それぞれ上下方
向に延びる凸曲面状の接続面部７４ｅ，７４ｆ，７４ｇ等（他方の側面部７２と後面部と
の間の接続面部は図示せず）が形成されている。そして、接続面部７４ａ～７４ｇ等のう
ちのそれぞれ３つの面で囲まれる上部の角部に位置する部分には、それぞれ略三角形の凸
曲面からなる角面部７５ａ，７５ｂ，７５ｃ，７５ｄが形成されている。
【００５１】
　また、上面部７１の表面に、上面模様部７６が形成され、一対の側面部７２、前面部７
３および後面部の表面は、それぞれ平滑面で構成されている。そして、接続面部７４ａ～
７４ｇ等および角面部７５ａ～７５ｄの表面は、上面部７１の表面と平滑面との間の表面
粗さを備えた粗面で構成されている。上面模様部７６は、左右に延びる線状凸部７６ａを
前後に間隔を保って複数配置するとともに、複数の微小凸部７６ｂを散在させて配置する
ことにより形成されている。また、上面部７１の表面粗さは、Ｒａ０．５０μｍ～７．０
０μｍ、好ましくはＲａ０．５０μｍ～４．００μｍに設定され、接続面部７４ａ～７４
ｇ等の表面粗さは、Ｒａ０．０５μｍ～６．０μｍ、好ましくはＲａ０．０５μｍ～３．
０μｍに設定されている。さらに、角面部７５ａ～７５ｄの表面粗さは、Ｒａ０．０５μ
ｍ～６．０μｍ、好ましくはＲａ０．０５μｍ～３．０μｍに設定されている。このキー
トップ部７０を備えた黒鍵のそれ以外の部分の構成については、前述した黒鍵１０と同一
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【００５２】
　このように、本実施形態に係るキートップ部７０を備えた黒鍵では、接続面部７４ａ～
７４ｇ等および角面部７５ａ～７５ｄの表面粗さが、上面部７１の表面粗さよりも小さく
設定されている。このため、上面部７１に、凹凸からなる上面模様部７６を形成していて
も、黒鍵を成形する際に、黒鍵を黒鍵の上下方向に移動させるようにして成形型から抜く
ことにより、接続面部７４ａ～７４ｇ等や角面部７５ａ～７５ｄにアンダーカットが生じ
て成形された黒鍵を成形型から抜き難くなるといったことを防止できる。この結果、成形
された黒鍵を成形型から抜く操作がスムーズになり、生産性の向上と品質の確保とが図れ
る。このキートップ部７０を備えた黒鍵におけるそれ以外の作用効果については、前述し
た第１実施形態に係る黒鍵１０と同様である。
【００５３】
　なお、本実施形態では、一対の側面部７２、前面部７３および後面部の表面を、それぞ
れ平滑面で構成しているが、これらの面にも成形時に、アンダーカットが生じない程度で
凹凸模様を形成することができる。さらに、本実施形態は、前述した第１実施形態におい
て説明した各変形例と同じように、変形することができる。
【００５４】
　また、本発明においては、前述したキートップ部２０，４０，５０，７０のように、接
続面部２４ａ～２４ｃ，４４ａ～４４ｃ，５４ａ～５４ｃ，７４ａ～７４ｃがそれぞれ凸
曲面で構成されている場合には、図８に示したように、上面部８１に隣接する接続面部８
４の表面粗さが上面部８１から離れるにしたがって徐々に小さくなるようにすることが好
ましい。すなわち、図８において、点Ｏは、上面部８１と接続面部８４との境界線上の所
定の部分を示している。
【００５５】
　そして、Ｌ1、Ｌ2は、それぞれ接続面部８４の長手方向に直交する方向に沿った位置に
おける点Ｏからの距離を示しており、Ｌ2の方がＬ1よりも大きい。言い換えると、Ｌ2の
方がＬ1よりも点Ｏから遠い位置にある。そして、接続面部８４における図８に示した長
い矢印Ｌに沿った各部分の表面粗さが、点Ｏから離れるにしたがって小さくなるように接
続面部８４は形成されている。接続面部８４をこのように形成することにより、上面部８
１と側面部８２とを自然に接続できるようになり、一体感のあるデザインを実現できる。
【符号の説明】
【００５６】
　１０…黒鍵、２０，３０，４０，５０，６０，７０…キートップ部、２１，３１，４１
，５１，６１，７１，８１…上面部、２２，３２，４２，５２，６２，７２，８２…側面
部、２３，３３，４３，５３，６３，７３…前面部、２４ａ，２４ｂ，２４ｃ，２４ｅ，
２４ｆ，３４ａ，３４ｂ，３４ｃ，４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｅ，４４ｆ，５４ａ，
５４ｂ，５４ｃ，５４ｅ，５４ｆ，６４ａ，６４ｂ，６４ｃ，７４ａ，７４ｂ，７４ｃ，
７４ｅ，７４ｆ，８４…接続面部、２５ａ，２５ｂ，３５，４５ａ，４５ｂ，５５ａ，５
５ｂ，６５，７５ａ，７５ｂ…角面部、２６，３６，４６，５６，６６，７６…上面模様
部、２６ａ，２７ａ，２８ａ，３６ａ，３７ａ，３８ａ，４６ａ，４７ａ，４８ａ，４９
ａ，５６ａ，５７ａ，５８ａ，５９ｃ，５９ｄ，６６ａ，６７ａ，６８ａ，６９ａ，７６
ａ…線状凸部、２７，３７，４７，５７，６７…側面模様部、２８，３８，４８，５８，
６８…前面模様部、２９，３９，４９，５９ａ，５９ｂ，６９…接続面模様部、２９ａ，
３９ａ…微小凸部。



(13) JP 2012-47932 A 2012.3.8

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

