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(57)【要約】
【課題】ある範囲のユニークで変化に富んだ打楽器音を
生み出すために、筐体の壁面に、ざらつきのある貼付物
を取り付けた楽器を提供すること。
【解決手段】人の手の任意の部分、または硬いかもしく
は任意の他の適切な物体で叩かれると、打楽器音を生み
出すために外部の打面を有する、共振空洞を有する直方
体形の筐体と、これらの面のうちの１面または複数面に
取り付けられるかまたは一体化される関係で連結された
、ざらつきのある貼付物から成り、これらの面のうちの
１面または複数面を叩くと、独特で変化に富んだ打楽器
音を生み出す手段とを備える、楽器。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　融合されたユニットとして一体化された複数のパネルから形作られるか、または筐体を
形成するために個々の断片として組み合わされた、共振空洞を有する直方体の筐体であっ
て、前記パネルのそれぞれが対応する外面を有する、直方体の筐体と、
　前記外面に取り付けられる関係で連結された１つまたは複数のざらつきのある貼付物を
備え、前記外面のうちの１面または複数面を叩くと独特の打楽器音を生み出す手段とを備
える、楽器。
【請求項２】
　前記取り付けられたざらつきのある貼付物のそれぞれが、ざらつきのある材料と連結さ
れた下地の当て物を備え、前記ざらつきのある材料が、前記下地の当て物と融合されるか
または個別の構成要素として前記下地の当て物と接合されて結合される、請求項１に記載
の楽器。
【請求項３】
　前記ざらつきのある材料がポリエステルから成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項４】
　前記ざらつきのある材料が織物から成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項５】
　前記ざらつきのある材料がブラシ材料から成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項６】
　前記ざらつきのある材料がスポンジ材料から成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項７】
　前記ざらつきのある材料が発泡体材料から成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項８】
　前記ざらつきのある材料がシルクスクリーン印刷された像から成る、請求項２に記載の
楽器。
【請求項９】
　前記ざらつきのある材料が膜材料から成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項１０】
　前記ざらつきのある材料が樹脂から成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項１１】
　前記ざらつきのある材料が紙やすり材料から成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項１２】
　前記ざらつきのある材料が砂を吹きつけられた材料から成る、請求項２に記載の楽器。
【請求項１３】
　前記ざらつきのある材料が、複数のガラス玉と連結された前記下地の当て物から成る、
請求項２に記載の楽器。
【請求項１４】
　前記取り付けられたざらつきのある貼付物のそれぞれが、熱硬化プラスチック材料と連
結された前記下地の当て物を備え、前記熱硬化プラスチック材料が、前記下地の当て物と
融合されるかまたは個別の構成要素として前記下地の当て物と接合されて結合される、請
求項２に記載の楽器。
【請求項１５】
　前記取り付けられたざらつきのある貼付物のそれぞれが、熱成形プラスチック材料と連
結された前記下地の当て物を備え、前記熱成形プラスチック材料が、前記下地の当て物と
融合されるかまたは個別の構成要素として前記下地の当て物と接合されて結合される、請
求項２に記載の楽器。
【請求項１６】
　前記取り付けられたざらつきのある貼付物のそれぞれが、ランダムに配向された繊維の
合成物と連結された前記下地の当て物を備え、前記ランダムに配向された繊維の合成物が
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、前記下地の当て物と融合されるかまたは個別の構成要素として前記下地の当て物と接合
されて結合される、請求項２に記載の楽器。
【請求項１７】
　前記取り付けられたざらつきのある貼付物のそれぞれが、天然糸もしくは合繊糸の織り
模様で作製された材料を備える、請求項２に記載の楽器。
【請求項１８】
　融合されたユニットとして一体化された複数のパネルから形作られるか、または筐体を
形成するために個々の断片として組み合わされた、共振空洞を有する直方体の筐体であっ
て、前記パネルのそれぞれが対応する外面を有する、直方体の筐体と、
　前記外面に一体化される関係で連結された１つまたは複数のざらつきのある貼付物を備
え、前記外面のうちの１面または複数面を叩くと独特の打楽器音を生み出す手段とを備え
る、楽器。
【請求項１９】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接エッチングされた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２０】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接型押しされた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２１】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接刻まれた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２２】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、少なくとも１つの前記外面の上
もしくは中に直接スタンプされた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２３】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの上もしくは中に直接印刷された模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２４】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接彫り込まれた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２５】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接切り込まれた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２６】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、少なくとも１つの前記外面の中
に直接切られた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２７】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接彫刻された模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２８】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接切り目をつけられた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項２９】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接引っかき傷をつけられた模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項３０】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
つの中に直接剥離された模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項３１】
　前記一体化されたざらつきのある貼付物のそれぞれが、前記外面のうちの少なくとも１
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つの中に直接刻まれた鋸歯状の模様を備える、請求項１８に記載の楽器。
【請求項３２】
　個別の構成要素としての前記ざらつきのある材料が、前記下地の当て物と結合されるか
、または前記ざらつきのある材料と融合された前記下地の当て物が、前記外面のうちの１
面または複数面に接着手段によって添付される、請求項２に記載の楽器。
【請求項３３】
　個別の構成要素としての前記ざらつきのある材料が、前記下地の当て物と結合されるか
、または前記ざらつきのある材料と融合された前記下地の当て物が、前記外面のうちの１
面または複数面に非接着手段によって添付される、請求項２に記載の楽器。
【請求項３４】
　前記非接着手段が１つまたは複数の釘を備える、請求項３３に記載の楽器。
【請求項３５】
　前記非接着手段が１つまたは複数の鋲を備える、請求項３３に記載の楽器。
【請求項３６】
　前記非接着手段が１つまたは複数の留め鋲を備える、請求項３３に記載の楽器。
【請求項３７】
　前記非接着手段が１つまたは複数のプラスチック締め具を備える、請求項３３に記載の
楽器。
【請求項３８】
　前記非接着手段が１カ所または複数カ所の超音波溶接を備える、請求項３３に記載の楽
器。
【請求項３９】
　前記非接着手段が１つまたは複数の縫い糸を備える、請求項３３に記載の楽器。
【請求項４０】
　前記非接着手段が１つまたは複数の磁石を備える、請求項３３に記載の楽器。
【請求項４１】
　前記パネルのうちの１つの中に形成された穴を備える、請求項１に記載の楽器。
【請求項４２】
　融合されたユニットとして一体化された複数のパネルから形作られるか、または筐体を
形成するために個々の断片として組み合わされた、共振空洞を有する直方体の筐体であっ
て、前記パネルのそれぞれが対応する外面を有し、前記外面のうちの１面または複数面が
上部領域および下部領域を備え、前記上部領域および下部領域のそれぞれが少なくとも２
つの隅部領域をさらに備える、直方体の筐体と
　前記外面に一体化されるかまたは取り付けられる関係で連結された１つまたは複数のざ
らつきのある貼付物を備え、前記外面のうちの１面または複数面を叩くと独特の打楽器音
を生み出す手段とを備える、楽器。
【請求項４３】
　前記ざらつきのある貼付物のうちの１つまたは複数が、前記上部領域または下部領域の
うちの１領域または複数領域に、取り付けられるかまたは一体化される関係で連結される
、請求項４２に記載の楽器。
【請求項４４】
　前記ざらつきのある貼付物のうちの１つまたは複数が、前記隅部領域の１領域または複
数領域に取り付けられるかまたは一体化される関係で連結される、請求項４２に記載の楽
器。
【請求項４５】
　前記直方体の筐体が、木、繊維ガラス、プラスチックおよび薄板金属を含む群からの材
料から成る、請求項１に記載の楽器。
【請求項４６】
　前記共振空洞が、内面によってさらに画定され、前記内面のそれぞれが、前記直方体の
筐体の前記外面のうちの１面に対応する、請求項１に記載の楽器。
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【請求項４７】
　前記内面のうちの１面または複数面に隣接してとりつけられた内部スネアを備える、請
求項４６に記載の楽器。
【請求項４８】
　前記内面のうちの１面または複数面に隣接して設置された金属弦を備える、請求項４６
に記載の楽器。
【請求項４９】
　人の手、指、手のひらまたは指関節で叩かれると打楽器音を生み出すために、１つまた
は複数の外面を有する、共振空洞を有する直方体の筐体と、
　前記外面のうちの１面または複数面に取り付けられるかまたは一体化される関係で連結
された、１つまたは複数のざらつきのある貼付物を備え、前記外面のうちの１面または複
数面を叩くと前記打楽器音を生み出す手段とを備える、楽器。
【請求項５０】
　マレット、スティックまたはブラシで叩かれると打楽器音を生み出すために、１つまた
は複数の外面を有する、共振空洞を有する直方体の筐体と、
　前記外面のうちの１面または複数面に取り付けられるかまたは一体化される関係で連結
された、１つまたは複数のざらつきのある貼付物から成り、前記外面のうちの１面または
複数面を前記マレット、スティックまたはブラシで叩くと、前記打楽器音を生み出す手段
とを備える、楽器。
【請求項５１】
　物体で叩かれると打楽器音を生み出すために、１つまたは複数の全体的に垂直な外面を
有する、共振空洞を有する筐体と、
　前記全体的に垂直な外面のうちの１面または複数面に取り付けられるかまたは一体化さ
れる関係で連結された、１つまたは複数のざらつきのある貼付物から成り、前記全体的に
垂直な外面のうちの１面または複数面を前記物体で叩くと、前記打楽器音を生み出す手段
とを備える、楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、音楽用のドラムの分野に関し、より詳細には、広い範囲のユニーク
で心地よい打楽器音を生み出すことができる、改良されたカホン（ｃａｊｏｎ）楽器に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　打楽器は、中空の円筒または外郭構造（ｓｈｅｌｌ）の一端または両端にわたって張ら
れた、ドラムの皮（ｄｒｕｍｈｅａｄ）と呼ばれる１つまたは複数の膜を有するドラムを
限定されることなく含む、従来技術においてよく知られている広範な音楽装置を備える。
音は、スティック、マレット、ブラシ、さらには演奏者の手もしくはその任意の部分で、
ドラムの皮を叩くことによって生み出される。ドラムで生み出される音は、種々の要因に
よって決まり、要因には、外郭構造の形状、寸法および厚さ、外郭構造が作製される材料
、ドラムの皮を構成する材料およびドラムの皮の張りが、限定されることなく含まれる。
【０００３】
　あらゆる種類のバンドおよびオーケストラによって使用される典型的な打楽器の系列は
、通常、バスドラム、スネアドラム、トムトムおよびシンバル、またはこれらの任意の組
合せから成り、多くが金属製のスタンドで支持される、一般的なドラムセットである。ま
た、ドラムセットには、シンバルを操作するためのペダル、およびバスドラムを叩くため
のマレット、他が含まれる。また、座席、またはこの分野の一般的な業界用語でのスロー
ンが設けられる。
【０００４】
　カホンは、ペルー由来の箱形もしくは直方体形の打楽器である。その楽器の１つまたは



(6) JP 2013-76972 A 2013.4.25

10

20

30

40

50

複数の側面を叩くことによって複数のドラム音を生み出すことができ、明らかに携帯しや
すいので、カホンは、人気が高まっており、実現可能でよりコスト効果の高いドラムセッ
トの代替物を容易に提供することができ、多くの場合、実際に提供している。
【０００５】
　典型的なカホンは、低音を生み出すために、後壁に形成された開口または穴を有する共
振空洞（ｒｅｓｏｎａｎｔ　ｃｈａｍｂｅｒ）を有する。共振空洞内には、前板が叩かれ
たときにスネア音を生み出すために使用される金属弦すなわちスネアが、通常は任意選択
として、前に面する叩き板（ｓｔｒｉｋｅ　ｐｌａｔｅ）の内面に取り付けられる。カホ
ンパネルまたは壁は、比較的薄いので、伝統的なドラムの皮と同じ相対的機能を果たす振
動膜として動作する。したがって、カホンパネルすなわち叩き板を異なる位置で、例えば
隅部、上部、下部、または中央部で叩くことで、種々の異なる、極めてユニークで心地よ
い打楽器音が生み出されうる。
【０００６】
　カホンの頂部パネルは、演奏者が楽器を叩く間に座るための座席を提供する。カホンを
演奏するために、演奏者は、複数の音を生み出すために、彼もしくは彼女の手、指、手の
ひら、指関節および指爪を使用してよい。また、マレット、ブラシおよびスティック、ま
たは任意の他の適切な弾性のもしくは硬い物体が、この目的のために使用されてよい。
【０００７】
　カホン技術における多くの進歩が、以下の従来技術の中で開示される。
　２００９年１月２７日に発行のＷｅｎｉｎｇの米国特許第７，４８２，５２２号は、前
パネルの内面に寄りかかるスネアカーペットを組み込み、スネアカーペットがペダルで駆
動されるカホンを開示する。前パネルを叩くことでパネルを振動させ、その結果、スネア
カーペットに、特徴的なスネア音を生み出させる。
【０００８】
　２００９年２月３日に発行のＰａｙｅｒｌの米国特許第７，４８５，７９０号は、木製
の板のうちの任意の板が、ある物体で叩かれると音響効果を生み出すように、関連する制
振要素と共に所定の配列で張り渡されたワイヤから成る、共振空洞内の器具を組み込む、
木製の板で作られたカホンを教示する。
【０００９】
　２００９年１０月１３日に発行のＰａｙｅｒｌの米国特許第７，６０１，９０１号は、
凸状に湾曲するように、人間工学的に構成された、少なくとも１つの叩き板を有するカホ
ンを開示する。
【００１０】
　２０１０年４月６日に発行のＡｓｐｌａｎｄの米国特許第７，６９２，０８３号は、カ
ホンが叩かれると、適切なスネア音を生み出すように、叩き板の内面のうちの１面または
複数面と強制的に接触させられてよい複数の内部スネアを含むカホンまたは箱形ドラムを
教示する。また、演奏者が楽器を選択的に叩いてユニークな音を生み出すように使用する
ために、バスドラム用スティックまたはマレットが、共振空洞内に設置されてよい。また
、バスドラム用スティックを操作するのに適した、ペダルなどの外部機器が設けられてよ
い。
【００１１】
　２０１０年１０月１９日に発行のＢｏｔｔｇｅｒの米国特許第７，８１６，５９６号は
、音を生み出すための少なくとも１つの叩き板を形成する、側面から成る筐体を含むカホ
ンを開示する。リムショット（ｒｉｍ－ｓｈｏｔ）およびリムクリック（ｒｉｍ－ｃｌｉ
ｃｋ）など、種々の付加的で独特な音響効果を生み出すための手段が、叩き板の１つまた
は複数の隅部から突き出る。本発明の異なる実施形態では、隅部は、筐体内の凹所を超え
て突き出てよく、または自由に振動する要素として叩き板に取り付けられてよい。
【００１２】
　他のカホンの改良は、スネア音を低音から分離するステップ、スネアの張りを微調整す
るステップ、または独特な音を生み出すために楽器にジングル（ｊｉｎｇｌｅ）もしくは



(7) JP 2013-76972 A 2013.4.25

10

20

30

40

50

リベット（ｒｉｖｅｔ）を追加するステップを含む。カホンの音を増すために、演奏者は
、例えば、ブラシ演奏（ｂｒｕｓｈ　ｐｌａｙｉｎｇ）（ドラムの皮の表面にわたってブ
ラシを動かすこと）またはギロ（ｇｕｉｒｏ）などの溝付き楽器もしくは鋸歯状の楽器（
ｓｅｒｒａｔｅｄ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）に特有な音およびリズムを生み出す手段を有
する、追加の他の専用楽器を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第７，４８２，５２２号
【特許文献２】米国特許第７，４８５，７９０号
【特許文献３】米国特許第７，６９２，０８３号
【特許文献４】米国特許第７，８１６，５９６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかし、ある範囲のユニークで変化に富んだ打楽器音を生み出すために、カホンの壁の
外面もしくは打面のうちの１面または複数面に取り付けられるまたは一体化される関係で
連結された、ざらつきのある貼付物を使用することを含む、本発明の改良を含む従来技術
は存在しない。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この好ましい実施形態では、本発明は、叩かれると打楽器音を生み出すために外部の打
面を有する、共振空洞を有する直方体形の筐体と、これら直方体形の筐体の面のうちの１
面または複数面に取り付けられるまたは一体化される関係で連結された、ざらつきのある
貼付物から成り、これら直方体形の筐体の面のうちの１面または複数面を叩くと、独特の
変化に富んだ打楽器音を生み出す手段とを備える楽器を提供する。
【００１６】
　したがって、本発明の目的は、ある範囲のユニークで変化に富んだ打楽器音を生み出す
ために、カホンの叩き板に外から設置されたざらつきのある貼付物をカホンと組み合わせ
た改良された楽器を提供することである。
【００１７】
　本発明の別の目的は、ある範囲のユニークで変化に富んだ打楽器音を生み出すために、
カホンの叩き板と直接一体化されるか、またはカホンの叩き板に外から貼り付けられる個
別の構成要素（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）に一体化されたざらつきのある貼付物をカホンと組
み合わせた改良された楽器を提供することである。
【００１８】
　本発明の別の目的は、伝統的なドラムセットの個々の打楽器構成要素が組み合わされた
効果に対する実現可能な代替物として、ある範囲のユニークで変化に富んだ打楽器音を生
み出すためにざらつきのある貼付物をカホンと組み合わせた改良された楽器を提供するこ
とである。
【００１９】
　本発明のさらに別の目的は、演奏者が楽器を演奏するときに座る場所としても機能する
、ある範囲のユニークで変化に富んだ打楽器音を生み出すためにざらつきのある貼付物を
カホンと組み合わせた改良された楽器を提供することである。
【００２０】
　本発明のさらに別の目的は、カホンの叩き板に取り付けられるかまたは一体化された、
ざらつきのある貼付物を叩くかまたはそれに適切に接触するために、演奏者の手もしくは
手の任意の部分、スティック、マレット、またはブラシ、他を使用する、改良されたカホ
ンを提供することである。
【００２１】
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　本発明のさらに別の目的は、製造し使用するのに容易でコスト効果の高い、ある範囲の
ユニークで変化に富んだ打楽器音を生み出すためにざらつきのある貼付物をカホンと組み
合わせた改良された楽器を提供することである。
【００２２】
　本発明の他の目的および利点は、以下の明細書を、本発明の好ましい実施形態が例示さ
れる添付の図面に照らして考慮すれば、明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】演奏者が、カホンの頂部に座って手およびブラシ器具でカホンを演奏する状態で
示される、本発明による改良されたカホンの正面斜視図である。
【図２Ａ】ざらつきのある貼付物をカホンの一側面の叩き板に設置することを例示する、
本発明による改良されたカホンの正面斜視図である。
【図２Ｂ】ざらつきのある貼付物をカホンの一側面の叩き板に設置する一方法を例示する
、本発明による改良されたカホンの断面図である。
【図２Ｃ】ざらつきのある貼付物をカホンの一側面の叩き板に設置する代替の一方法を例
示する、本発明による改良されたカホンの断面図である。
【図３】カホンの前面叩き板および一側面の叩き板に設置された、ざらつきのある貼付物
が示される、本発明による改良されたカホンの底面斜視図である。
【図４】カホンの一側面の叩き板に設置された、ざらつきのある貼付物が示され、穴が後
壁に形成される、本発明による改良されたカホンの背面斜視図である。
【図５】穴が後壁に示され、スネアが共振空洞の内側に設置される、本発明による改良さ
れたカホンの背面立面図である。
【図６Ａ】代替のざらつきのある貼付物が、カホンの一側面の叩き板に一体化された、本
発明による改良されたカホンの斜視図である。
【図６Ｂ】図６Ａにおいて線６Ｂで丸く囲まれた部分が示される、本発明によるカホンの
拡大斜視図である。
【図７】第２の代替のざらつきのある貼付物が、カホンの一側面の叩き板に一体化された
、本発明による改良されたカホンの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、本発明による改良されたカホンの好ましい実施形態を例示する。
　カホン１０は、単一のユニットとして一体的に連結されるか、またはいくつかの個々の
部分もしくはパネルを使用して外郭構造１２を形成する、前面叩き板１４、後板１６、第
１の側面叩き板１８および第２の側面叩き板２０を有する、角材形または直方体形の外郭
構造１２を備える。各板１４、１６、１８および２０は、上部１５および下部１７を含み
、上部１５および下部１７のそれぞれは、右隅部１９および左隅部２１を含む。また、底
部パネル２２と、演奏者２６の座席としても機能する頂部パネル２４とが含まれる。前面
叩き板１４の内面３４にスネア線３０を設置するための支え腕３２を使用する、１組また
は複数組のスネア線３０を含んでよい共振空洞２８が、外郭構造１２の内部に存在する。
低音の生成を可能にするために、穴３６が、後板１６内に形成される。座って演奏するた
めに置かれるときに、カホン１０を安定させるのを支援するために、脚の当て物３８が、
底部パネル２２の隅部のそれぞれに設置される。
【００２５】
　カホンは、伝統的には直方体の形状であるが、必要に応じて、楽器を形作るために個々
の断片（ｐｉｅｃｅ）もしくはパネルを使用して、または単一の連続的な断片もしくはパ
ネルを使用して、以下の幾何学形状に、すなわち、八角形、五角形、長方形、三角形、六
角形、七角形、円錐形、および円形に作成されてもよい（図示せず）。
【００２６】
　外郭構造１２は、木、ＭＤＦ、繊維ガラス、成形プラスチック、薄板金属およびプラス
チック薄板（ｐｌａｓｔｉｃ　ｓｈｅｅｔ）を限定なしに含む、種々の材料から作製され
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てよい。
【００２７】
　被膜されたポリエステル薄板（例えば、ＭＹＬＡＲ（登録商標））、熱硬化プラスチッ
クもしくは熱成形プラスチック、種々雑多な種類の織物、発泡体もしくはスポンジの材料
、ランダムに配向された繊維シート材料（例えば、ＴＹＶＥＫ（登録商標）、ＲＥＥＭＡ
Ｙ（登録商標））、および天然糸もしくは合繊糸で創られたランダムな織り模様を限定な
しに含む、種々の材料から作製される、無数の任意選択の幾何学形状（例えば、円形、正
方形、長方形、三角形、楕円形、など）で提供される１つまたは複数の下地の当て物４０
が、前面叩き板１４、第１の側面板１８、第２の側面板２０、および／または後板１６の
いずれかに取り付けられる。下地の当て物４０は、一般に、所望によって平ら、凹、また
は凸であってよく、通常、従来の打ち抜きプレスの製造方法を使用して作成されるが、他
を排除するものではない。
【００２８】
　下地の当て物４０のそれぞれは、任意の適切な接着材料を使用する接着剤を限定なしに
含む、広範な取り付け手段４２と、釘、とじ金、留め鋲、リベット、プラスチック締め具
、超音波溶接、縫い糸または磁石を限定されることなく含む非接着手段とを使用して、前
面叩き板１４、後板１６、第１の側面叩き板１８、および／または第２の側面叩き板２０
に取り付けられてよい。
【００２９】
　下地の当て物４０の表面４６に取り付けられるかまたは貼り付けられるざらつきのある
貼付物４８ならびに結果として生じる種々のパターンは、ポリエステル、織物、膜、ガラ
ス玉、樹脂、紙やすり、砂の吹き付け、布、ブラシ、スポンジ、発泡体、ローラ、噴霧、
印刷およびシルクスクリーン印刷を限定されることなく含む、種々の貼り付けの技術、方
法、および材料を使用して作成されてよい。
【００３０】
　また、ざらつきのある貼付物４８は、ざらつきのある貼付物４８を個別の構成要素とし
て表面４６の上に単に取り付けるのではなく、融合された合成物（ａｍａｌｇａｍａｔｅ
ｄ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）として下地の当て物４０に直接一体化されてよく、またはさら
には、平削り（ｐｌａｎｉｎｇ）、鋸引き、ウォータジェット切断もしくはレーザ切断の
除去加工（ｓｕｂｔｒａｃｔｉｖｅ　ｐｒｏｃｅｓｓ）、刻み（ｃａｒｖｉｎｇ）、スタ
ンピング、印刷、彫り込み（ｉｎｓｃｒｉｂｉｎｇ）、切り込み、彫刻（ｅｎｓｃｕｌｐ
ｔｉｎｇ）、切り目つけ（ｓｃｏｒｉｎｇ）、引っかき傷つけ（ｓｃｒａｔｃｈｉｎｇ）
、剥離（ｓｃｒａｐｉｎｇ）、紙やすり研磨、ルーティング、砂の吹き付け、エッチング
、および型押しの変形加工（ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｐｒｏｃｅｓｓ）を限定なしに
含む、いくつかの代替手段のうちの任意の１手段を使用して、いくつかの代替のざらつき
のある貼付物４７のうちの１つとして、板１４、１６、１８、および２０それぞれの表面
１４ａ、１６ａ、１８ａ、および２０ａに直接一体化されてよい。
【００３１】
　所望のユニークで心地よい様々な打楽器音を創り出すために、任意のざらつきのある貼
付物４７もしくは４８を、その貼付物がカホン１０の上に設置されるかまたはカホン１０
に接続して使用される場所で叩くかまたは接触するために、種々の器具が使用されてよい
。例は、スティック、ブラシおよびマレット、ならびに指、指先および手のひらを個々に
含む演奏者自身の手、またはこれらの任意の組合せを、限定なしに含む。
【００３２】
　本発明は、ある好ましい実施形態に関連して説明されるが、本発明をその実施形態に限
定することは意図するものではないことを理解されたい。むしろ、すべての代替形態、改
変形態および等価形態は、貼付の特許請求の範囲によって定義される、本発明の趣旨およ
び範囲の中に含まれるように包含するものであることが意図される。
【符号の説明】
【００３３】
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　１０　カホン
　１２　外郭構造
　１４　前面叩き板
　１４ａ　前面叩き板の表面
　１５　上部
　１６　後板
　１６ａ　後板の表面
　１７　下部
　１８　第１の側面叩き板
　１８ａ　第１の側面叩き板の表面
　１９　右隅部
　２０　第２の側面叩き板
　２０ａ　第２の側面叩き板の表面
　２１　左隅部
　２２　底部パネル
　２４　頂部パネル
　２６　演奏者
　２８　共振空洞
　３０　スネア線
　３２　支え腕
　３４　前面叩き板の内面
　３６　穴
　３８　脚の当て物
　４０　下地の当て物
　４２　取り付け手段
　４６　下地の当て物の表面
　４７　ざらつきのある貼付物
　４８　ざらつきのある貼付物
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