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(57)【要約】
メッシュ膜及び環状リングを備えるメッシュの打面用
ドラムヘッドと、音響膜及び環状リングを備え、前記メ
ッシュの打面用ドラムヘッドに力が加わることに反応し
て前記音響膜がアコースティックサウンドを発生するこ
とができる、共鳴用ドラムヘッドと、前記共鳴用ドラム
ヘッドに対して固定された関係で前記メッシュの打面用
ドラムヘッドを維持する環状のシェル部材と、アコース
ティックサウンドをピックアップするために少なくとも
前記共鳴用ドラムヘッドと音響的に結合し、電気信号を
発生するピックアップと、を含むアコースティック／電
子ドラムの組み立て品。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ．メッシュ膜及び環状リングを備えるメッシュの打面用ドラムヘッド、
ｂ．音響膜及び環状リングを備え、前記メッシュの打面用ドラムヘッドにたたく力が加
わることに反応して前記音響膜がアナログ音波を発生することができる、共鳴用ドラムヘ
ッド、
ｃ．前記メッシュの打面用ドラムヘッドと前記共鳴用ドラムヘッドとの両方を拘束し、
前記共鳴用ドラムヘッドに対して固定された関係で前記打面用ドラムヘッドを維持する上
端及び下端を有する環状のシェル部材、及び、
ｄ．アナログ音波を受け取るために少なくとも前記共鳴用ドラムヘッドと音響的に結合
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し、電気信号を発生するピックアップ、
を含むアコースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項２】
前記メッシュの打面用ドラムヘッドが前記環状のシェルの上端にわたって張られている
請求項１に記載のアコースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項３】
前記環状のシェルの上端にわたって前記打面用ドラムヘッドを張るためのテンションラ
グ、カウンターフープ及びテンションロッドをさらに備える請求項２に記載のアコーステ
ィック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項４】
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前記共鳴用ドラムヘッドが前記環状のシェルの下端にわたって張られている請求項１に
記載のアコースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項５】
前記環状のシェルの下端にわたって前記共鳴用ドラムヘッドを張るためのテンションラ
グ、カウンターフープ及びテンションロッドをさらに備える請求項４に記載のアコーステ
ィック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項６】
前記共鳴用ドラムヘッドが前記環状のシェルの下端にわたって張られ、前記環状のシェ
ルの上端にわたって前記打面用ドラムヘッドを張るための前記テンションラグが、環状の
シェルの下端にわたって前記共鳴用ドラムヘッドを張るためにも用いられる請求項３に記
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載のアコースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項７】
前記環状のシェルの内側の前記ピックアップから前記環状のシェルの外側の信号処理装
置に電気信号を伝達する１又は複数の電気的接続をさらに有する請求項１に記載のアコー
スティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項８】
前記信号処理装置がヘッドフォン、アンプ及び電気信号を処理するためのデジタル信号
プロッセッサからなる群より選ばれる請求項７に記載のアコースティック／電子ドラムの
組み立て品。
【請求項９】
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前記メッシュ膜が合成ポリマー系素材を含む請求項１に記載のアコースティック／電子
ドラムの組み立て品。
【請求項１０】
前記メッシュ膜が約２５％から約７５％までの開口面積を有する請求項１に記載のアコ
ースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項１１】
前記メッシュ膜が約３０％の開口面積を有する請求項１０に記載のアコースティック／
電子ドラムの組み立て品。
【請求項１２】
前記ピックアップが１又は複数のマイクロフォンを備える請求項１に記載のアコーステ
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ィック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項１３】
前記１又は複数のマイクロフォンが無指向性、ハイパーカーディオイド、ダイナミック
型、エレクトレット型及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれる請求項１２に記載
のアコースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項１４】
前記環状のシェルが、環状のシェル本体に付帯する環状のシェルスペーサーを備え、前
記環状のシェル本体が上端及び下端を有し、前記環状のシェルスペーサーが前記環状のシ
ェル本体の外径よりわずかにだけ大きい内径を有する請求項１に記載のアコースティック
／電子ドラムの組み立て品。
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【請求項１５】
前記打面用ドラムヘッドが、前記ドラムシェルスペーサーの上部に張られている請求項
１４に記載のアコースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項１６】
前記共鳴用ドラムヘッドが、前記環状のシェル本体の上端を覆って前記環状のシェルス
ペーサー内に張られている請求項１４に記載のアコースティック／電子ドラムの組み立て
品。
【請求項１７】
第２の共鳴用ドラムヘッドが、前記本体の環状のシェルの下端部を覆うよう張られ、前
記共鳴用ドラムヘッドと前記第２の共鳴用ドラムヘッドとの間であって、前記本体のドラ
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ムシェルの内側に配置する第２のピックアップをさらに含む請求項１４に記載のアコース
ティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項１８】
前記環状のシェルスペーサー内にあるピックアップ及び前記本体の環状のシェル内にあ
るピックアップから前記環状のシェルスペーサーの外側にある１又は複数の信号処理装置
に電気信号を伝達する１又は複数の電気的接続をさらに有する請求項１７に記載のアコー
スティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項１９】
１又は複数の電気的装置のうち少なくとも１つが、ヘッドフォン、アンプ、電気信号を
処理するためのデジタル信号プロッセッサからなる群より選ばれる請求項１８に記載のア
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コースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項２０】
前記第２のピックアップが１又は複数のマイクロフォンを備える請求項１７に記載のア
コースティック／電子ドラムの組み立て品。
【請求項２１】
共鳴用ドラムヘッドに対して固定された関係が維持されるメッシュの打面用ドラムヘッ
ドであるドラムヘッド、に加えられた力によって発生したアナログ音波の処理方法であっ
て、
ａ．前記メッシュの打面用ドラムヘッドに加えられた力に反応して少なくとも部分的に
前記共鳴用ドラムヘッドによって発生するアナログ音波をピックアップによって電気信号
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に変換する工程、
ｂ．前記ピックアップからデジタル信号プロッセッサに前記電気信号を伝達する工程、
及び、
ｃ．デジタル電気信号を作成するために前記電気的信号を処理する工程、
を含むアナログ音波の処理方法。
【請求項２２】
前記デジタル信号プロッセッサ内に、前記デジタル電気信号の調整をユーザーに提供す
る工程をさらに含む請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
前記デジタル電気信号を増幅する工程をさらに含む請求項２１に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、音楽用ドラムの分野に関し、さらに詳しくは、ピックアップ、プロッセッサ
、アンプ並びに使用者がアコースティックサウンド及び音色の特徴を調整することができ
る電子装置を有する音楽用ドラムの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来のアコースティックドラムは、一般的に堅いシェル（胴）とシェルを覆うよう張ら
れる環状のフレームに固定され調律できる一般的にドラムヘッド（ドラムの振動膜）と呼
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ばれる１又は２の膜を含む。
【０００３】
上記シェルは、適切な張力を上記ドラムヘッドに与えるために、上記シェルに取り付け
られたテンションラグを有し、このテンションラグから延長するテンションラグにねじ込
まれたテンションロッドを有する。取り付けている間、環状のフレームを有する上記ドラ
ムヘッドはシェルを覆うよう配置し、カウンターフープ、又はリム、は上記環状のフレー
ムを覆うよう配置する。上記テンションロッドは、上記カウンターフープ及び上記テンシ
ョンラグを固定し、上記ドラムヘッドの膜を張るために締め付けられる。上記テンション
ラグに締め付けた上記テンションロッドのトルクを調整することにより、上記ドラムヘッ
ドの膜の張りの強さを変えることができる。
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【０００４】
さらに特に、上記テンションラグ、上記テンションロッド及び上記カウンターフープの
配置は、上記ドラムヘッドに対して張力を与えるために設計されたシステムで、上記シェ
ルを覆う上記ドラムヘッド膜を張るための一般化された典型的な方法である。上記テンシ
ョンラグの引っ張る力によって、上記テンションロッドが上記カウンターフープを引っ張
ることで、たたく力が上記ドラムヘッド膜に適用するすなわち、ドラムスティックで上記
ドラムヘッド膜をたたくときの、上記ドラムヘッド膜の張力がそれにより増加する。反対
に、上記テンションラグが緩んでいる場合は上記テンションロッドが上記カウンターフー
プの張力を解放することを許し、従ってたたく力が適用するとき上記ドラムヘッド膜の張
力が減少する。
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【０００５】
所望の張力に上記ドラムヘッド膜を張ることは、それ自体、たたく力が適用される場合
のスティックの跳ね返り、音程などを含む、ドラムにその音楽と演奏の特徴を与えること
である。一般的にドラムの「フィール」と呼ばれる、ドラムの音色及びスティックの跳ね
返りは、ドラムヘッドの直径、ドラムヘッドの張力及びドラムヘッド膜の厚さなどを変え
ることにより決定される。
【０００６】
さらに最近では、電子ドラムセットは、一般的なサイズ及び従来の音楽ドラムの音響の
音量にかかわらずドラムの音を作ることができるため人気が出てきた。上記電子ドラムは
、一般的にたたく力がドラムパッド又はヘッドに適用されるとき電気信号が発生するセン
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サー付きのパッドから形成される。上記センサーは、一般的にはサンプル音源を格納した
コンピューターモジュール（一般的にはドラムブレーンと呼ぶ）に電圧を出力するピエゾ
センサーである。処理された信号は、増幅されスピーカー、ヘッドフォン又は同様のもの
に送られ、ドラマー及び／又は聴衆が、ドラムを演奏している間、演奏された音を聞くこ
とができる。さらに複雑化した電子ドラムセットは、従来のドラムにより発生した音をパ
ッドのたたく力の量及びパッドに力が加わった場所の違い及び他の要素の間の違いにより
発生した音をシミュレートするため、パッドのたたく力の量及びパッドに力が加わった場
所の違いを識別する付加的な又はより複雑なセンサーを含む。
【０００７】
上記電子ドラムは、従来のドラムを演奏するときに発生する音量を発生させず、パッド
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をたたく音より小さい音を外部に発生させる練習環境で演奏することを可能にし、ヘッド
フォンを通してサンプル音源を聞くことができる。さらに、上記電子ドラムは信号を増幅
しスピーカーに送り演奏環境に用いることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、コンピューターモジュールにより供給されるサンプル音源の範囲、及び
これらの音源の処理、は種々の音源及び音色の範囲に限定される。さらに、作られた音源
は従来のアコースティックドラムの音源を複製するよう処理されるが、しかし、アコース
ティックドラムと比べてダイナミックレンジ及びバリエーションが不足する。従って、本
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発明の目的は、電子的ピックアップ、プロッセッサ及びアンプを含む小さい音量を供給す
るアコースティック／電子ドラムの組み立て品を供給することである。さらに、本発明の
この目的は、ユーザーが電子信号の音源と音色の特徴を調整することをできるようにする
ことである。
【０００９】
本発明の別の目的は、従来のアコースティックドラムのフィールを維持し及び従来のア
コースティックドラムの様々な音源及び音色を含む音源及び音色の特徴を維持するアコー
スティック／電子ドラムの組み立て品を供給することである。これは従来の電子ドラムで
得ることができなかったアコースティックドラムのダイナミックレンジを維持すること含
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む。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
これらと他の目的は、メッシュ膜及び環状のリングを備える打面用ドラムヘッドと、音
響膜及び環状のリングを備え、この音響膜が上記打面用ドラムヘッドにたたく力が加わる
ことに反応して音響音波を発生させる共鳴用ドラムヘッドと、上記打面用ドラムヘッドを
上記音響膜に対して固定して維持する環状のシェル部材と、少なくとも上記アコースティ
ック膜の音響音波をピックアップできるように音響的に結びつけ電子信号を発生させるピ
ックアップとを含むアコースティック／電子ドラムの組み立て品で示される本発明により
達成される。
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【００１１】
上記打面用ドラムヘッドは一枚重ね、単層膜、メッシュ膜若しくは標準的なソリッド膜
の又は音響膜（ａｃｏｕｓｔｉｃ

ｍｅｍｂｒａｎｅ）の共鳴用ドラムヘッドと同様の方

法で形成された素材が最も好ましい。上記メッシュ膜の周囲の端は、環状のリング内に当
業者が周知の様々な方法を用いて機械的に締め付けられていることが特に好ましい。
【００１２】
本明細書で用いる上記打面用ドラムヘッドの「メッシュ」膜は、織物材料で形成される
空気が通り抜ける開口部を有する広い織り目を有する浸透性の膜、穴が開けられた素材な
どをいう。上記メッシュ膜は、アコースティックのドラムヘッドとして用いられる実質的
にソリッド、音響又は共鳴膜（この用語は交互に及びすべて含めて本明細書で用いる）の
ソリッドの対照であり、メッシュ膜からの出力される音のエネルギー又は音量は音響膜か
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ら発生する音のエネルギーより遙かに小さくできる。メッシュ膜からのこの減少された出
力は静かな演奏面を提供し、ドラマーに事実上アコースティックのドラムドラムヘッドと
同様に張られた演奏面で音のエネルギー出力を大きく減少させて演奏体験することを可能
にする。
【００１３】
しかしながら張られたメッシュの上記打面用ドラムヘッドは、静かな演奏面を提供し、
音色及びスティックアタックの重要な要素を発生する（すなわち、素材のサイズとしての
スティックの音響的特徴など、又はヘッドに接触するスティックの基材によって発生する
音色）。張られたメッシュ膜は、概してソリッドの、張られた音響膜に比較的近接して保
持されているとき、メッシュ膜の振動は上記音響膜からの共鳴振動の反応を引き起こす。
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上記メッシュ膜と上記音響膜は同じ強さで張られている時、メッシュ膜からの音響膜の共
鳴振動は、音響膜に直接たたく力が加わったときのそれと実質的に同じ音程及び音色で、
小さい音量の反応を発生する。
【００１４】
これは、振動する音叉を同じ音程を有する振動していない音叉に近づける場合を考える
ことにより推測することができる。振動する音叉Ａが振動していない音叉Ｂに近づけられ
た時、振動する音叉Ａは振動していない音叉に共鳴振動をもたらす。音叉Ａを音叉Ｂによ
り近づけると音叉Ｂからの出力は増加する。言い換えれば、音叉Ａと音叉Ｂとの間の開か
れた空間が弱い媒体として作用する。また、音叉はお互いにより近づけられたとき音叉Ａ
のエネルギーレベルは空気のギャップに打ち勝つ。
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【００１５】
メッシュ面の開口率は、当該アコースティック／電子ドラムの組み立て品の特徴に影響
を与える一つの変更可能な要素である。開口面積が多くなると、打面用ドラムヘッドのメ
ッシュ膜がたたかれる時、空気の振動が少なくなり、共鳴用ドラムヘッドの音響膜との「
カップリング」と同様、打面用ドラムヘッドにより発生する音のエネルギーにも影響する
。
【００１６】
上記「カップリング」とは、打面用ドラムヘッドのメッシュ膜に加えられたたたく力に
対する共鳴用ドラムヘッドの音響膜の反応である。カップリングのレベルに影響を与える
要因は上記メッシュ膜の開口面積、上記打面用ドラムヘッドのチューニング、振動の周波
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数、上記共鳴用ドラムヘッドのチューニング及び上記打面用ドラムヘッドのメッシュ膜と
上記共鳴用ドラムヘッドの音響膜の間の間隔等を含む。たとえば、高い割合の開口面積の
メッシュ膜を使用するときカップリングの量を最大にするためには、メッシュ膜と音響膜
の共鳴はできる限り近くする必要がある。
【００１７】
一方、もしメッシュ膜が高い割合の開口面積、すなわち閉口面積に対する開口面積の割
合がより高いこと、を有し、メッシュ膜が音響膜と著しく音程が外れているならば、カッ
プリングが弱く実質的に音響膜からの出力がないと考えられる。音叉の推測に戻ると、も
し振動している音叉Ａが実質的に音叉Ｂと異なる音程を有しているならば、たとえどんな
に振動している音叉Ａを振動していない音叉Ｂに近づけて置いたとしても殆ど共鳴振動は
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起こらないと考えられる。従って、上記打面用ドラムヘッドは、上記共鳴用ドラムヘッド
からの音の適切な小さい音量で複製音を提供するために、実質的に上記共鳴用ドラムヘッ
ドに十分近いだけでなく上記共鳴用ドラムヘッドに対して適切にチューニングされている
必要がある。
【００１８】
この好ましい実施形態としては、上記打面用ドラムヘッドは環状のシェル部材の上に張
られ、メッシュ膜が適切に固定された上記打面用ドラムヘッドの環状のリングは、メッシ
ュ膜に適切な張力を与えるように固定されている。上記環状のシェル部材は、好ましくは
従来のドラムのシェルとして形成され、好ましくは、木材、鋼、ブラス、アルミニウムな
どの金属、ブラスチックス及び樹脂などの高分子素材又はカーボン繊維、木材チップ、粉
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末などの樹脂含浸素材などの中実であって任意の適切な素材で形成されるがこれらに限定
されない。
【００１９】
環状のシェル部材の上に打面用ドラムヘッドを張ることは、テンションロッド、テンシ
ョンラグ及びカウンターフープを含む従来のドラムチューニング装置を用いて行うことが
好ましい。より好ましい実施形態としては、上記環状のシェル部材は、ねじ溝を有する上
記テンションラグをドラムのシェルに取り付けたドラムのシェルであり、上記テンション
ラグは上記ドラムヘッドの環状リングを覆う上記カウンターフープを貫通した上記テンシ
ョンロッドと嵌合する。上記テンションロッド及び上記テンションラグの任意の適切な配
置が使用されるが、ドラムの直径により一般的にはドラムのシェルの円周に等間隔に配置
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された６から１２のテンションロッド組立体が使用される。
【００２０】
もちろん、上記打面用ドラムヘッド及び上記共鳴用ドラムヘッドの一方又は、両方はド
ラムヘッドの膜に渡って均等な張力を与える環状のテンションリングの使用を含む任意の
公知の装置により張ることができる。そのような装置は米国特許第７４９８５００号明細
書、同第７５１４６１７号明細書及び同第７７８１６６１号明細書に記載され、内側から
外側に向かって膜を張るためにドラムヘッド膜の内側に配置することができるテンション
リングが提供されている。上記テンションリングは、ドラムヘッドの膜を調律するための
テンションリングの直径を拡張するよう操作できる締め金具等、又は調整なしに単に初期
張力の形状にテンションリングを維持できる固定スペーサーのような付加的な機構を有す
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ることがより好ましい。
【００２１】
しかしながら、当該発明の最も好ましい実施形態は、上記共鳴用ドラムヘッドは上記打
面用ドラムヘッドが備え付けられる環状のシェル部材の上又は内側に位置していることが
好ましい。この実施形態では、環状のシェル部材がドラムのシェルである場合、それぞれ
が独立する又は打面用ドラムヘッドを張るために用いるテンションラグの反対側に形成さ
れた対向するテンションラグが反対側のテンションラグとして備えられることが好ましい
。最も好ましい実施形態では、上記共鳴用ドラムヘッドは上記打面用ドラムヘッドに対し
てドラムのシェルの反対側を覆って張られている。
【００２２】
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上記メッシュ膜と上記音響膜の間の距離は、したがって上記環状のシェル部材の高さに
基づいてドラム全体としての音の周波数と品質を決定するために固定することができる。
上記ドラムヘッド及び上記共鳴用ドラムヘッドはドラムのシェルの対向する上端と下端に
張られるとき、上記シェルの高さは上記メッシュ膜と上記音響膜の間の間隔を決定する。
【００２３】
一枚の打面用ドラムヘッドと一枚の共鳴用ドラムヘッドを用いるとき、上記メッシュ膜
と上記音響膜の間の距離は０．５インチから６インチの間であり、好ましくは０．４イン
チから４インチの間であり、より好ましくは０．５インチから２インチである。これに関
して、２インチより間隔が小さければ、メッシュのヘッドと共鳴ヘッドのカップリングが
最大化するため最も好ましい。間隔が６インチを超える場合は、距離が大きすぎて、（メ
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ッシュの打面用ドラムヘッドをたたいて発生した空気の運動を通した）エネルギーの移動
は共鳴用ヘッドから所望の出力を発生するのに著しく十分でないと考えられる。
【００２４】
上記ピックアップとしては、適切な種類を用いることができるが、上記環状のシェル部
材又はドラム内に位置する１又は複数のマイクロフォンは、メッシュの上記打面用ドラム
ヘッドにより発生した任意の所望の音波のみならず、上記共鳴用ドラムヘッドにより発生
したアナログ音波をピックアップする方法として好ましい。このマイクロフォンとしては
、無指向性からハイパーカーディオイドまでのポーラーパターンのマイクロフォン及びダ
イナミック型からエレクトレット型の範囲の設計のマイクロフォンの使用を含むことがで
きる。
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【００２５】
上記環状のシェル部材の内側から延在する棒状などの支持部材が、上記共鳴用ドラムヘ
ッドとメッシュの上記打面用ドラムヘッドの間に設けた１又は複数の上記マイクロフォン
を取り付けるために使用されることが好ましい。上記ピックアップ又は上記マイクロフォ
ンは、ドラムスティックでメッシュの打面用ヘッドをたたくとき物理的に接触しないよう
少なくとも打面用ヘッドの下面から少なくとも３／８インチ間隔を開けて設置する必要が
ある。ドラムヘッドの軸から外れた位置にあるピックアップであっても適する結果が得ら
れるが、ピックアップはドラムヘッドの周囲の中心にできるだけ近い方が最適である。
【００２６】
上記ピックアップに関して、２つのマイクロフォンを用いることができ、同位相で又は
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位相が異なって接続されていてもよい。マイクロフォンの設計を最適化することにより、
２つのマイクロフォンは位相が同じ又は異なる場合でもこれらの個々の反応曲線において
向上する。たとえば、ＤＰＡ（メーカー名）マイクロフォンはマイクロフォンの位相が問
題にならないように設計されている。他のメーカーは位相に注意を要する異なる音響ハウ
ジングを有している。いずれにしても、音響信号がキャンセルされることの除去、並びに
打面用及び音響用ヘッドからピックアップされた信号を最大化が目的である。
【００２７】
上記ピックアップは、好ましくは、アナログ音波をアナログ信号又はデジタル信号を処
理する任意の適切な信号を処理する装置を用い処理できる、すなわち、元の波の形状に変
更するための電気信号に変換する。この装置は、ヘッドフォン又はスピーカーに電力を供
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給するためのアンプに限られず、イコライザ、リバーブ（残響）、増幅する前に様々な信
号を変更することのできる加工用デジタル信号プロッセッサ（ＤＳＰ)などである。もし
、共鳴用及び／又は打面用のドラムヘッドにより発生した音響の特徴を発生及び増強する
イコライザ、リバーブ及びその他の音や音色の特徴などの調整を可能にすることを目的と
するなら、様々な可能な変換の中で、上記ＤＳＰが好ましい。
【００２８】
研究、解析的分析及び聴覚的比較を通しての目的は、好ましくはエミュレートされたド
ラムに対して、普通のアコースティックドラムの音を模擬することができるようになるこ
とである。たとえば、１６インチのフロアタムは、メッシュの打面用と共鳴用のドラムヘ
ッド及び連動するＤＳＰ処理装置を含む同じサイズの電子アコースティックドラムにより
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複製される。本発明のさらなる目的は、それ自体で重要な音響的特徴を発生する電子アコ
ースティックドラムを作ることであり、その音響的特徴をその後、ドラムの本来の音のバ
リエーションをユーザーに提供するＤＳＰ電気回路によって修正することができるドラム
を作ることである。
【００２９】
上記共鳴用ヘッドによって発生したアナログ音波は、電気信号に変換するためピックア
ップされ、上記ピックアップと上記共鳴用ドラムヘッドの音響カップリングを発生させる
ことを意図しているが、上記打面用ドラムヘッドからもまた何らかのアナログ音波がピッ
クアップされる。上記ピックアップの位置によっては、メッシュの上記打面用ドラムヘッ
ドからの音波を増加又は最小化させることができる。メッシュの上記打面用及び上記共鳴
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用ドラムヘッドの間に上記ピックアップを設置すると、メッシュの上記打面用ドラムヘッ
ドからの音波のピックアップが増加し、上記打面用ドラムヘッドの反対側の上記共鳴用ド
ラムヘッドの側にピックアップを設置すると、上記共鳴用ドラムヘッドによって発生した
音波だけを専らピックアップすることができる傾向がある。
【００３０】
上記ピックアップは任意の適切な方法で設置することができる。好ましくは、ドラムの
シェルそれ自体を含む任意の中実構造又は他の任意の組み立てるのに適切な部材により設
置することができる。ドラムヘッドの円周の中心にピックアップを保持するためにドラム
のシェルの内側からドラムのシェルの中心に向かって延在する上記ピックアップの保持構
造が最も好ましい。
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【００３１】
他の実施形態としては、当該ドラムはメッシュの打面用ドラムヘッドと下部の共鳴用ド
ラムヘッドの間に第２の共鳴用ドラムヘッドを含んでもよい。好ましい他の実施形態にお
いて、ドラムのシェルスペーサーの形状をした環状のシェル部材は、上記第２の共鳴用ド
ラムヘッドをドラムのシェルに追加するために用いられる。上記第２の音響ヘッドは好ま
しくは下部の共鳴用ヘッドとメッシュの打面用ヘッドの中間に設置することが好ましく、
アコースティックドラムと同様に、メッシュの打面用ヘッドと中間の共鳴用ヘッドとの間
のドラムのシェルスペーサーの中に共鳴室が提供されるように設計する。この配置は、DP
Sモジュールを通してドラムの音響的特徴を操作するために共鳴する音色及び追加の選択
肢をさらに提供する。
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【００３２】
本発明の電子アコースティックドラムの音量を削減するためのさらに他の選択肢は、ド
ラムから発生する音波を最小化するためにドラムのシェルの中又は底の共鳴用ドラムヘッ
ドの下部にソリッドの又は実質的にソリッドのリミット部材を設置することである。この
リミット部材は、共鳴用ドラムヘッドの音響部材の振動を抑制する任意の適切な素材、及
び任意の適切な厚さで形成することができる。最も好ましい適用としては、上記リミット
部材はドラムのシェルの底から発生する音波を抑制するだけでなくドラムのシェルの内側
でピックアップにより捕捉される音を最大にする。
【００３３】
究極的には、１又は複数の共鳴用ヘッドからの音響信号はもとより、可能性のあるメッ
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シュの打面用ヘッドからの音響信号も、小さい音量のドラム音を発生するために組み合わ
され、小さい音量は、その後増幅されスピーカー又はヘッドフォンを通して音が出力され
、及び／又は電気的システムに引き起こされる欠点なくＤＳＰによって音を操作できる。
メッシュの打面用ヘッドを使用することによってかなりの種類の音色を発生させ、ソリッ
ドの打面用ヘッドを張ったアコースティックドラムをスティックでたたいたときよりおお
むね３０ｄBまたはそれ以下の音量に低減することができる。
【００３４】
当業者にとって周知のように、より高い音程はより小さい直径を有するヘッドから発生
し、より低い音程はより大きい直径のヘッドから発生するが、これらの技術は本発明に用
いることを意図している。さらに、スネアドラムの場合においては、本発明を用いる場合
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、「ストレーナー」はスネアドラムの音を真似るため共鳴用ヘッドに設けられることが好
ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明にかかるドラムの好ましい実施形態の分解図である。
【図２】本発明にかかるドラムの他の好ましい実施形態の分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
添付された図面を参照すると、本発明をより理解できる。しかしながら、図面は本発明
の好ましい実施形態を単に図示し示したにすぎず、いかなる方法においても本発明を制限
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するものではない。
【００３７】
図面特に図１に示されるように、本発明は、メッシュ膜又は開口部を有する素材の層で
形成されたメッシュの打面用ドラムヘッド４、音響膜で形成された共鳴用ドラムヘッド６
、環状のシェル部材８、及びデジタル信号プロッセッサ（ＤＳＰ）１２に接続したピック
アップ１０を含むドラム２にかかる。
【００３８】
メッシュの上記打面用ドラムヘッド４は、標準的なドラムヘッドのソリッド膜に置き換
えてメッシュ部材を用いることを除いては、標準的なソリッド又は音響ドラムヘッドとほ
ぼ同じに作成する。さらに特に、メッシュ部材の外周縁は、環状リングを有するメッシュ
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の打面用ドラムヘッドを形成するように樹脂又はそれに類するものを用いた環状フレーム
又はリング内に固定される。
【００３９】
メッシュの上記打面用ドラムヘッド４のメッシュ膜は、ドラムヘッドを作成するために
知られている織り目を有する任意の適切な素材で形成することができる。この点について
は、合成ポリマー系素材又は混合素材、及び好ましくはポリエステル系又はポリウレタン
系素材、約５ミル。から約１４ミルの厚さ、ＭＡＹＬＡＲ（登録商標）としてＤｕＰｏｎ
ｔによって販売されているものなどが最も好ましい。
【００４０】
上記メッシュの打面用ドラムヘッド４のメッシュ膜は空気を透過し、上記膜の約２５％
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から７５％の開口面積を有することが好ましく、約３０％の開口面積を有することが最も
好ましい。上述の通り、メッシュの上記打面用ドラムヘッド４を形成するために用いられ
るメッシュ膜の開口面積の割合は上記ドラム２の全体の特性に影響することは当業者によ
って理解できる。メッシュ膜の開口面積がより少なければ、メッシュの上記打面用ヘッド
４がたたかれたとき、より多くの空気の振動を引き起こす。他の条件は同じとして、メッ
シュの上記打面用ヘッド４により発生する空気の振動が多くなれば、上記共鳴用ドラムヘ
ッド６によって発生する音のエネルギーは大きくなり、結果として練習時における高い音
量が得られる。
【００４１】
より大きい空気の振動は、より少ない開口面積のメッシュ膜からの結果であるが、メッ
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シュの上記打面用ドラムヘッド４がたたかれた場合の上記共鳴用ドラムヘッド６の音響膜
への効果は、メッシュの上記打面用ドラムヘッド４のメッシュ膜と上記共鳴用ドラムヘッ
ド６の音響膜との間の距離にもよる。
【００４２】
上述の通り、もし、メッシュの上記打面用ドラムヘッド４のメッシュ膜が上記共鳴用ド
ラムヘッド６の共鳴膜に近くなるなら、カップリングはメッシュ膜の開口面積に関わらず
改善される。従って、より広い開口面積を有するメッシュ膜はたたいた時、より小さい音
のエネルギーを発生するが、もしメッシュ膜の開口面積が同じであれば、メッシュ膜と音
響膜の距離がより近ければより大きい音のエネルギーを発生する。
【００４３】
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本発明の上記ドラム２はメッシュの上記打面用ドラムヘッド４のメッシュ膜と上記共鳴
ドラムヘッド６のソリッド膜との間の距離を維持するためのドラムシェル８の形状を有す
る環状のシェル部材を用いる。メッシュの上記打面用ヘッド４は通常のドラムヘッドと同
様の方法で、上記ドラムシェル８の上に固定され、上記ドラムシェル８は上記ドラムシェ
ル８の周囲に固定されているテンションラグ１４を含む。さらに特に、カウンターフープ
１６はメッシュの上記打面用ドラムヘッド４の環状リングを覆って位置し、テンションロ
ッド１８はカウンターフープ１６の開口部を通過して上記ドラムシェル８の上記テンショ
ンラグ１４と結合する。上記テンションロッド１８の張力は上記ドラムシェル８の上端を
覆ってメッシュの打面用ドラムヘッド４を張るための上記カウンターフープ１６、結果と
してメッシュの上記打面用ドラムヘッド４の環状フレームに下向きの力を発生させる。
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【００４４】
上記組み立てに基づけば、メッシュの上記打面用ドラムヘッド４は、通常のソリッドの
打面用ドラムヘッドのフィールを実質的に模倣するように上記ドラムシェル８の上端にわ
たって張ることができるが、音量を大いに低減する。
【００４５】
本発明の上記ドラム２に用いる上記共鳴用ドラムヘッド６は、任意の適した音響膜で形
成することができ、上記共鳴用ドラムヘッド６は一般的に従来のドラムヘッドと実質的に
同じと理解できる。上記共鳴用ドラムヘッド６として動作する従来のドラムヘッドの多く
の様々なタイプがあるが、約１ミルから約１４ミルの厚さの合成ポリマー素材で形成され
、１ミルから７ミルの厚さが好ましく、３ミルから５ミルの厚さが最も好ましく、ＭＹＬ

40

ＡＲ（登録商標）としてＤｕＰｏｎｔから販売されているものが好ましい。メッシュの上
記打面用ドラムヘッド４について上述した通り、上記共鳴用ドラムヘッド６の音響膜の外
周縁は上記共鳴用ドラムヘッド６を形成するために樹脂又は樹脂と同様のものを用いた環
状フレーム又はリング内に固定する。
【００４６】
図１の好ましい実施形態において、メッシュ膜と音響膜との間の距離を実質的に固定さ
れた関係を維持するため、上記共鳴用ドラムヘッド６はメッシュの上記打面用ヘッド４の
反対側の上記ドラムシェル８の下端部にわたって張られる。上記ドラムシェル８の上部に
メッシュの上記打面用ヘッド４を固定したとき、上記共鳴用ドラムヘッド６はカウンター
フープ１６及びテンションロッド１８を用いて上記ドラムシェル８の底部に固定すること
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が好ましい。独立したテンションラグ１４を用いることができるが、好ましい実施形態と
しては、両側から上記テンションロッド１８を収容できるテンションラグ１４を用いたも
のが示される。
【００４７】
示された好ましい実施形態において、上記ドラムシェル８の高さは、メッシュの上記打
面用ドラムヘッド４のメッシュ膜と上記共鳴用ドラムヘッド６の音響膜との間の距離を決
定する。メッシュと音響膜の間の距離としては、約０．５から約６インチが適しているこ
とは一般的に理解できる。しかしながら、約２５％から約７５％の開口面積を有するメッ
シュ膜及び１ミルから７ミルの上記共鳴用ドラムヘッド６の音響膜を用いたとき約０．５
インチから約４インチの距離が本発明の実施には好ましく、約０．５インチから２インチ

10

の距離が最も好ましい。
【００４８】
これに関して、この実施形式に係るドラムシェル８の好ましい高さを決定するために、
開口面積と音響膜の厚みのみでなく、当業者が理解する他の変更及び検討についても行う
ことができる。
【００４９】
図１に示されるように、上記ピックアップ１０は、メッシュの上記打面用ヘッド４と上
記共鳴用ヘッド６の間の上記ドラムシェル８内に配置することが好ましい。１又は好まし
くは複数のマイクロフォンを上記ピックアップとして用いることができ、また上記共鳴用
ドラムヘッド６及び／又はメッシュの上記打面用ドラムヘッド４によって発生したアナロ

20

グ音波をピックアップするのに適するマイクロフォンの任意の適切なタイプのものをピッ
クアップとして用いることができる。好ましい上記ピックアップ１０は無指向性からハイ
パーカーディオイドまでのポーラーパターンを持つ１又は複数のマイクロフォン、及びダ
イナミック型からエレクトレット型までなどの範囲の設計のマイクロフォンを含む。上記
ピックアップ１０として２つのマイクロフォンを用いるとき、同位相又は異なる位相いず
れによってでも接続できる。いずれにしても、音響信号がキャンセルされることの除去、
並びにメッシュの上記打面用ヘッド４及び上記共鳴用ヘッド６それぞれからのシグナルの
ピックアップを最大化することが目的である。
【００５０】
図示された好ましい実施形式では、上記ドラムシェル８の内壁から延在する棒状の部材

30

又は同様の構造で形成された支持体２０は、メッシュの上記打面用ヘッド４及びソリッド
の上記共鳴用ヘッド６の間に上記ピックアップ１０を備え付けるために用いる。メッシュ
の上記打面用ヘッド４の下部に上記ピックアップ１０を設置する場合、メッシュの上記打
面用ヘッド４がドラムスティックでたたかれたときメッシュ膜が上記ピックアップ１０に
ぶつからないように、メッシュ膜の表面の下側から少なくとも３／８インチの空間を開け
なければならない。図示された好ましい実施形態では、上記ピックアップ１０は、実質的
に上記ドラム２の中心軸上で、実質的にドラムヘッドの円周の中心に設置される。
【００５１】
上記ピックアップ１０は、アナログ音波を電気的構成要素と共同するために、好ましく
は電線２２を用いて流れる電気信号に変換する。たとえば、電気信号は増幅することがで

40

き、ヘッドフォン又はスピーカーに電力を供給することができ、また増幅する前に処理す
るためのデジタル信号プロッセッサ（ＤＳＰ）１２に送ることができる。ＤＳＰ１２を用
いることにより様々な信号の変更を行うことができる。様々な可能な変更としては、上記
ＤＳＰ１２は、上記共鳴用ドラムヘッド６及び／又はメッシュの上記打面用ドラムヘッド
４により発生した音響的特徴を創作及び拡張するために、イコライザ、リバーブ、及び任
意の他の音又は音色の特徴を調整することを可能とする。
【００５２】
本発明は、メッシュの上記打面用ドラムヘッド４、上記ドラムシェル８及び上記共鳴用
ドラムヘッド６のサイズを変更することにより、実質的に任意のサイズのドラムに適用す
ることができる。たとえば、１８インチの直径のドラムシェル８は、本発明のドラム２を
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作るために１８インチのメッシュの打面用ドラムヘッド４及び１８インチの共鳴用ドラム
ヘッド６を含むことができる。スネアとして使用するものを採用する本発明のドラム２は
、公知の技術として知られた、ストレーナーテンションクリップ又は同様のものを用いて
設置されるスネアストレイナー（図示しない）をさらに含むことができる。
【００５３】
さらに、上述したことは、本発明のドラム２の変更及び他の実施形態に拡張することが
できる。図２に示された実施形態のように、上記ドラムシェル８の上のドラムシェルスペ
ーサー２４の形状をした環状のシェル部材を用いることを含む。
【００５４】
図２に示されるように、上記ドラムシェルスペーサー２４は、上記ドラムシェル８本体
の上部を覆うよう中間の共鳴用ドラムヘッド６

10

を配置するために用いられる。最も好ま

しくは、上記ドラムシェルスペーサー２４は、中間の上記共鳴用ドラムヘッド６

の音響

膜が上記ドラムシェル８本体と上記ドラムシェルスペーサー２４との間にぴったりはまる
よう上記ドラムシェル８本体の外側の直径よりわずかに大きいだけの内径を有する。上記
ドラムシェル８本体を覆う上記中間の共鳴用ドラムヘッド６

によって上記ドラムシェル

８本体が覆われて設置されている場合、上記ドラムシェルスペーサー２４は上記打面用ヘ
ッド４のメッシュ膜と上記ドラムシェルスペーサー２４の内側にある中間の上記共鳴用ド
ラムヘッド６

との音響膜の間の距離を決定する。

【００５５】
上記ドラムシェルスペーサー２４は、上記ドラムシェルスペーサー２４から延在する支

20

持体２０の上に上記ピックアップ１０を備えていることが好ましい。上記ピックアップ１
０に関して、上記ドラムシェル８内の上記ピックアップ１０の使用で重要であると述べた
のと同様のパラメーターが適用される。たとえば、上記ドラムシェルスペーサー２４に付
いている上記支持体２０の上の上記ピックアップ１０はメッシュの上記打面用ヘッド４の
下の表面から少なくとも３／８インチの空間がある方がよく、好ましくはドラムヘッドの
円周の中心に位置していることが好ましい。
【００５６】
図２の好ましい実施形態では、上記ドラムシェルスペーサー２４は本発明の環状のシェ
ルとして機能する。好ましくは、中間の上記共鳴用ドラムヘッド６

は上記ドラムシェル

スペーサー２４とドラムシェル８本体の上部との間に位置し、上記打面用ドラムヘッド４

30

と上記ドラムシェル８の下部の上記共鳴用ドラムヘッド６の仲介をする。この実施形態で
は、メッシュの上記打面用ヘッド４と中間の上記共鳴用ドラムヘッド６
アップ１０に加えて、中間の上記共鳴用ドラムヘッド６

間の上記ピック

と上記共鳴用ドラムヘッド６の

間の上記ピックアップ１０を追加して用いることが好ましい。この好ましい実施形態では
、それぞれの上記ピックアップ１０は電線２２が接続され、ヘッドフォン又はスピーカー
用に増幅した信号を送り、又は処理するために１又は複数のデジタル信号プロッセッサ（
ＤＳＰ)１２に供給される。
【００５７】
もちろん、２つの上記共鳴用ヘッド６及び６
ッド４並びに上記共鳴用ヘッド６及び６

を用いるとき、メッシュの上記打面用ヘ

はそれぞれカップリングを最大化するように同

様に調律する方がよい。これに関して、中間の上記共鳴用ドラムヘッド６

40

は上記打面用

ヘッド４の振動に反応し、一方下部の上記共鳴用ヘッド６は中間の上記共鳴用ドラムヘッ
ド６

の振動によって反応する。

【００５８】
図２に示したように、これは中間の上記共鳴用ドラムヘッド６

の音響膜を間に挟むこ

とができるよう上記ドラムシェル８よりわずかに大きいだけの内径を有する上記ドラムシ
ェルスペーサー２４によって達成されることが好ましい。この形状は、中間の上記共鳴用
ドラムヘッド６

の環状リングに位置する上記ドラムシェルスペーサー２４の下端によっ

て、中間の上記共鳴用ドラムヘッド６

を上記ドラムシェル８の上端にわたって配置する

ことを可能にする。この形状を用いると、上記ドラムシェルスペーサー２４の下端は、上
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を拘束し、上記ドラムシェルスペーサー２４の内側に音

響膜が位置しているにもかかわらず、中間の上記共鳴用ドラムヘッド６

に対して上記打

面用ドラムヘッド４の固定された関係を維持する。
【００５９】
中間の上記共鳴ドラムヘッド６

を張るために、上記ドラムシェルスペーサー２４の余

分の高さを収容するためより長いテンションロッド１８を用いることが好ましい。従って
、メッシュの打面用ヘッド４の環状リングの上に位置しているカウンターフープ１６を貫
通する上記テンションロッド１８のテンションは、上記カウンターフープ１６を経由しメ
ッシュの上記打面用ヘッド４及び上記ドラムシェルスペーサー２４を経由して中間の上記
共鳴用ドラムヘッド６

双方を同じ強さで張る。メッシュの上記打面用ヘッド４及び中間

の上記共鳴用ドラムヘッド６
６

10

の双方を同時に張ることにより、上記ドラムヘッド４及び

それぞれの音程のカップリングを容易にできる。

【００６０】
本発明のアコースティック／電子ドラムは、ドラマーが、従来のドラムを演奏する体験
及びフィールを保つよう、従来のドラムスタンドに載せることができる。さらに、当該ド
ラムは、音量を下げて及び／又はヘッドフォンを通して練習用のみならず、スピーカーを
通して演奏環境でも使用することができる。
【００６１】
上述の本発明の好ましい実施形態の変種、改造及び改変はそれらを当業者にとって自明
のものとする。すべてのそのような変更は、本発明の範囲や意図に属することを意味し、
添付された請求項にのみ限定される。
【００６２】
本明細書で引用したいかなるすべての特許及び／又は特許出願は、引用文によって組み
込まれる。
【図１】

【図２】
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