
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
装着者の一方の耳介に装着されるハウジングと、
上記ハウジングの内部に収納されて、供給される音声信号に対応した音声を出力するドラ
イバユニットと、

一端側がハウジング内に 収納され、他端側が
ハウジングの孔から外部に引き出されて、ハウジングの孔から外部に引き出される長さの
調整で、ハウジング内に収納可能な所定長のアームと、
上記アームに取付けられたマイクロホンとを備えた
ヘッドセット。
【請求項２】
請求項１記載のヘッドセットにおいて、
上記アームは、弾性を有する中空のパイプで構成されて、上記ハウジング内のほぼ最外周
部に巻回されて収納される
ヘッドセット。
【請求項３】
請求項２記載のヘッドセットにおいて、
上記ハウジング内で上記アームの一端が取付けられ、上記ハウジングに対して回動できる
アーム取付け部材を設け、
このアーム取付け部材の回動で上記アームが上記ハウジング内のほぼ最外周部に巻回され
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るようにした
ヘッドセット。
【請求項４】
請求項３記載のヘッドセットにおいて、
上記アーム取付け部材は、巻き取りバネを介して上記ハウジング側に接続させて、上記巻
き取りバネの弾性力による上記アーム取付け部材の回動で、上記アームがハウジング内に
巻き取られるようにした
ヘッドセット。
【請求項５】
請求項４記載のヘッドセットにおいて、
上記アームの他端側が上記ハウジングの外部に引き出された所定位置で、アーム取付け部
材が、上記ハウジング側に係止される回動止め機構を設けた
ヘッドセット。
【請求項６】
請求項２記載のヘッドセットにおいて、
上記ハウジングの孔の近傍に、直線状又は上記アームの巻回方向と反対方向にアームを案
内する案内部を設けた
ヘッドセット。
【請求項７】
請求項２記載のヘッドセットにおいて、
上記ハウジング内に取付けられた上記アームの一端に上記マイクロホンを取付け、上記ア
ームの先端に孔を設けて、このアームの先端の孔から入力した音を上記マイクロホンが拾
うようにした
ヘッドセット。
【請求項８】
請求項７記載のヘッドセットにおいて、
上記マイクロホンに接続された信号線を、上記ハウジング内で所定の弛みを持たせて配置
した
ヘッドセット。
【請求項９】
請求項２記載のヘッドセットにおいて、
上記ハウジングの孔から外部に引き出される上記アームの他端に上記マイクロホンを取付
け、このマイクロホンに接続された信号線を中空のアームの内部に配置するようにした
ヘッドセット。
【請求項１０】
請求項２記載のヘッドセットにおいて、
上記アームが上記ハウジング内に収納された状態のとき、上記マイクロホンの出力をミュ
ート状態とするスイッチを設けた
ヘッドセット。
【請求項１１】
請求項２記載のヘッドセットにおいて、
上記アームとして、形状記憶合金で構成させて、上記ハウジングから引き出した場合に、
所定の形状となるようにした
ヘッドセット。
【請求項１２】
請求項１記載のヘッドセットにおいて、
装着者の他方の耳介に装着される第２のハウジングを設け、この第２のハウジングには、
音声を出力するドライバユニットを設け、アーム及びマイクロホンを設けない構成とした
ヘッドセット。
【請求項１３】
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請求項 記載のヘッドセットにおいて、
上記２つのハウジングを接続するバンドを設けた
ヘッドセット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ユーザの頭部に装着されるヘッドセットに関し、例えば携帯電話端末などの通
信機器に接続するヘッドセットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ユーザの頭部に装着されるヘッドセットとして、各種形態のものが実用化されてい
る。例えば、図 に示す如き形状のヘッドセットがある。この図 に示すヘッドセッ
トは、左側ハウジング１と右側ハウジング２のそれぞれに、供給される音声信号に基づい
た音声を出力するドライバユニットを内蔵させて、両ハウジング１，２をバンド３で接続
させたヘッドホンとして構成させてある。ユーザが装着する際には、バンド３の各ハウジ
ング１，２との接続部の近傍の耳介保持部３ａ，３ｂを、耳介の上部に掛けることで、ユ
ーザの左右の耳介に各ハウジング１，２が取付けられる。
【０００３】
ここで、左側ハウジング１の外側には、回動自在な支持部材５を介してアーム４が取付け
てあり、そのアーム４の先端にマイクロホン６が取付けてある。このように構成されるこ
とで、このヘッドセットを装着して、携帯電話端末などの通信機器に接続することで、左
右のハウジング１，２からは通信機器が受信した音声が出力され、マイクロホン６が拾っ
た音声は、通信機器から送信されるようになり、音声通話などが行える。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このような従来のヘッドセットは、いわゆるヘッドホンにマイクロホンを取付
けた形状であり、ヘッドホンとしても使用可能である。即ち、マイクロホンを不使用とす
るだけで、ヘッドホンとして使用できる。ところが、このヘッドホンとしての使用時には
、マイクロホンが邪魔になる問題があった。例えば図 に示した形状のヘッドセットの
場合には、マイクロホン６が取付けられたアーム４が、支持部材５を介して回動自在であ
る。従って、マイクロホンの不使用時には、例えば図 に示すように、マイクロホン６
が取付けられたアーム４を回動させて、上部に持ち上げさせることが考えられる。
【０００５】
このようにマイクロホンを持ち上げることで、マイクロホンが装着者の口元からは離れる
が、アーム４がハウジング１から伸びた状態であることには変わりがなく、依然として邪
魔になる問題がある。この問題を解決するためには、例えばマイクロホンが取付けられた
アームが、ハウジングから着脱自在な構造のヘッドセットとすることが考えられるが、着
脱自在とした場合には、取り外しや装着に手間がかり、またハウジングから取り外したマ
イクロホンを無くさないように注意する必要があり、取り扱いに手間がかかる問題があっ
た。
【０００６】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、マイクロホンが取付けられたヘッ
ドセットにおいて、マイクロホンの非使用時・使用時のいずれにおいても使い勝手の良い
ヘッドセットを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、装着者の一方の耳介に装着されるハウジングと、ハウジングの内部に収納され
た音声出力用のドライバユニットと、 一端側がハウジン
グ内に 収納され他端側がハウジングの孔から外部に引き出されて、このハウジ
ングの孔から外部に引き出される長さの調整でハウジング内に収納可能な所定長のアーム
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と、アームに取付けられたマイクロホンとを備えたヘッドセットとしたものである。
【０００８】
かかる本発明のヘッドセットによると、マイクロホンが取付けられたアームを、ハウジン
グから引き出すことで、アームの先端を装着者の口元に近い場所とすることができ、装着
者が話す音声をマイクロホンで拾うことができる。そして、マイクロホンを使用する必要
がない場合には、アームをハウジング内に収納させることで、アームがハウジングから突
出しなくなる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を、図１～図８を参照して説明する。
【００１０】
図１及び図２は、本実施の形態によるヘッドセットを斜視図で示した図であり、図１はア
ームを引き出した状態を示し、図２はアームを収納した状態を示してある。本例のヘッド
セットは、左側ハウジング１０と右側ハウジング２０とを、バンド３０で接続させたヘッ
ドホンとして機能する形状としてあり、左側ハウジング１０側に、マイクロホンに接続さ
れたアーム４１を取付けてある。それぞれのハウジング１０，２０内には、音声信号（オ
ーディオ信号）の供給で音声を出力するドライバユニット（スピーカユニット）が配置し
てある。ハウジングの内部の構成については後述する。
【００１１】
バンド３０は、ここでは装着者の後頭部を通過するいわゆるネックバンド方式のバンドと
してある。即ち、バンド３０はほぼ半円形状をして、その半円形状のバンド３０の一端部
に左側ハウジング１０が取付けてあり、他端部に右側ハウジング２０が取付けてあり、装
着時にはバンド３０が装着者の後頭部をほぼ水平に通過するような配置としてる。
【００１２】
本例のバンド３０は、第１部材３１と第２部材３２と第３部材３３と第４部材３４に４分
割してあり、蝶番として構成された接続部３０ａ，３０ｂ，３０ｃで各部材３１～３４を
回動自在に一体に接続させてあり、第１部材３１の端部に左側ハウジング１０を取付け、
第２部材３２の端部に右側ハウジング２０を取付けてある。
【００１３】
左側ハウジング１０が取付けられた第１部材３１は、装着時に左側の耳介の上部に位置し
て、耳介に保持させるフックとして機能する。同様に、右側ハウジング２０が取付けられ
た第２部材３２は、装着時に右側の耳介の上部に位置して、耳介に保持させるフックとし
て機能する。第１部材３１の途中には、下側に伸びた左耳介保持部３１ａが設けてある。
さらに、第４部材３４の途中にも、下側に伸びた右耳介保持部３２ａが設けてある。これ
らの耳介保持部３１ａ，３２ａが装着時に左右の耳介の後方に位置して、ハウジング１０
，２０の装着位置が、左右の耳介の前面側に定まる構成としてある。
【００１４】
各ハウジング１０，２０の装着時に耳介側と接する面には、スポンジなどで構成されたイ
ヤーパッド１１，２１が取付けてあり、その内側にドライバユニットが配置してあり、イ
ヤーパッド１１，２１を介して出力された音声（オーディオ）が耳介側に届くようにして
ある。
【００１５】
本例のバンド３０は、上述したように４分割構造としてあり、蝶番として構成された各接
続部３０ａ，３０ｂ，３０ｃで回動させることで、ヘッドセットを小型に折り畳むことが
できる。即ち、折り畳む際には、後方中央の接続部３０ｃでは、図１に矢印ａで示すよう
に、第３部材３３と第４部材３４とを内側に向き合うように折り曲げる。また、左右の接
続部３０ａ，３０ｂでは、図１に矢印ｂ，ｃで示すように、第１部材３１と第２部材３２
を下側に折り曲げる。このようにすることで、ヘッドセットの収納時に非常に小型に折り
畳むことができる。
【００１６】
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なお本例のバンド３０の内部には、左側ハウジング１０と右側ハウジング２０とを接続す
る信号線を通過させてあり、ヘッドセットから外部への信号線５１，５２の引き出しは、
左側ハウジング１０側からだけ引き出す構成としてある。左側ハウジング１０から外部に
引き出された２本の信号線５１，５２は、一体となって外部に引き出してあり、信号線５
１の先端に音声信号用プラグ５３が取付けてあり、信号線５２の先端にマイクロホン用プ
ラグ５４が取付けてある。
【００１７】
信号線５１，５２を使用した配線例について図１０に示すと、例えば、音声信号用プラグ
５３の左電極（Ｌ）と接地電極（Ｇ）は、左側ハウジング１０内のドライバユニット１６
Ｌに接続させてあり、音声信号用プラグ５３の右電極（Ｒ）と接地電極（Ｇ）は、右側ハ
ウジング２０内のドライバユニット１６Ｒに接続させるように、信号線５１で接続させて
ある。また、マイクロホン用プラグ５４の各電極は、左側ハウジング１０内のマイクロホ
ン４４に、信号線５２で接続させてある。
【００１８】
本例のヘッドセットを通信機器などの電子機器に接続する際には、例えば音声信号用プラ
グ５３を、機器の音声出力端子を構成するジャックに挿入し、マイクロホン用プラグ５４
を、機器の音声入力端子を構成するジャックに挿入する。ヘッドセットをヘッドホンとし
て使用する場合には、音声信号用プラグ５３だけを、ヘッドホン用の出力端子を構成する
ジャックに挿入させ、マイクロホン用プラグ５４は使用しない。なお、音声信号のプラグ
５３とドライバユニット１６Ｌ，１６Ｒを接続する信号線５１については、左右のハウジ
ング１０，２０を接続するバント３０内を通過させずに、直接左右のハウジング１０，２
０から引き出す構成としても良い。
【００１９】
次に、本例のヘッドセットの左側ハウジング１０に取付けられたアーム及びマイクロホン
に関係した構成について説明する。図３，図４は、アーム４１が取付けられた左側ハウジ
ング１０を分解して示す図であり、図３は分解斜視図として示し、図４は断面図として示
してある。また、図５は図４と同じ断面で組み立てた状態として示してある。
【００２０】
本例の左側ハウジング１０は、内部に円形のドライバ保持部材１４が用意されて、図３で
は裏側になるドライバ保持部材１４の内側に、ドライバユニット１６が取付けてあり、そ
のドライバユニット１６を覆うように、イヤーパッド１１が取付けられる。ドライバ保持
部材１４の側面には、バンド接続構造１４ａが形成させてあり、イヤーパッド１１側にも
、接続されたバンド３０を逃げるための切り欠き部１１ａが形成させてある。そして、ド
ライバ保持部材１４の外側には、環状段差部１４ｂが設けてあり、その段差部１４ｂの近
傍に、バネ係止用孔１４ｃを形成させてある。バネ係止用孔１４ｃは、ハウジングの組み
立て時に、後述するバネ１５の一端１５ａが挿入されて係止される。
【００２１】
このように構成されるドライバ保持部材１４の外側には、マイクロホン保持リング１２が
配置され、さらにその外側には、キャップ１３が配置される。マイクロホン保持リング１
２は、後述するハウジングの組み立て時には、他の部材（ドライバ保持部材１４，キャッ
プ１３など）に対して回動できる状態で配置される。
【００２２】
マイクロホン保持リング１２は、外形がキャップ１３の外形よりも若干大きな円形形状と
してあり、後述する組み立て時には外周部がハウジングの外側に露出する。この外側に露
出する外周部には、凹部１２ａを所定間隔で複数箇所に設けてあり、さらに外周部の表面
には、溝を切ってあり、操作時にユーザがリング１２を持ちやすいようにしてある。マイ
クロホン保持リング１２の中心には円形孔１２ｂが形成してあり、ドライバ保持部材１４
の環状段差部１４ｂに、この円形孔１２ｂが嵌まるようにしてある。但し、組み立て時に
は、環状段差部１４ｂと円形孔１２ｂの間に、コイル状のバネ１５が配置され、そのため
の余裕を設けたサイズで円形孔１２ｂを形成させてある。また、コイル状のバネ１５の他

10

20

30

40

50

(5) JP 3541833 B2 2004.7.14



端１５ｂを係止させるためのバネ係止用孔１２ｃを、マイクロホン保持リング１２に形成
させてある。
【００２３】
マイクロホン保持リング１２には、図３に示すように、外周寄りの所定箇所に小型のマイ
クロホン４４が固定させてある。このマイクロホン４４に接続された信号線５２ａ，５２
ｂは、図１，図２に示した信号線５２としてハウジング１０の外部に引き出すようにして
ある。この場合、ハウジング１０の内部では、信号線５２ａ，５２ｂは十分な弛みを持た
せて配置させてある。この弛みは、マイクロホン保持リング１２の回動によってマイクロ
ホン４４の位置が変わっても、信号線５２ａ，５２ｂを断線させないための余裕である。
【００２４】
マイクロホン保持リング１２に固定されたマイクロホン４４には、アーム４１が接続させ
てある。アーム４１は柔軟性を有して曲折させることが可能な中空の部材で構成されて、
先端４１ａには円筒形状の樹脂部材４２が固定させてあり、基端４１ｂを、マイクロホン
４４の音声入力部４４ａに接続させた状態で、リング１２側に固定させてある。
【００２５】
アーム４１の先端に取付けられた樹脂部材４２には、孔４３が設けてあり、この先端の孔
４３からアーム４１の基端４１ｂまで内部が導通した中空構造となっている。従って、マ
イクロホン保持リング１２に固定されたマイクロホン４４の音声入力部４４ａに、アーム
４１の先端の孔４３から入力した音が届くようになり、アーム４１の先端が配置された位
置の近傍の音声をマイクロホン４４が拾うようになる。
【００２６】
アーム４１は、ここではマイクロホン保持リング１２の外周部の１周の長さよりも若干短
い長さとしてある。図３では説明のためにアーム４１とキャップ１３とを離して示してあ
るが、実際には、アーム４１は、キャップ１３の外周部に設けた透孔１３ａを通過させて
あり、その透孔１３ａからハウジングの外側に引き出されたアーム４１の先端４１ａに、
樹脂部材４２を取付けある。キャップ１３に設けた透孔１３ａは、図３に破線で示すよう
に直線状にある程度の長さ（例えば数ｍｍ）を有する。キャップ１３の透孔１３ａの外側
の外周部には、アーム通過用窪み１３ｂが設けてある。このアーム通過用窪み１３ｂは、
例えば、アーム４１の先端の樹脂部材４２が納まるような形状とする。
【００２７】
キャップ１３の内側には、図４に示すように、環状壁部１３ｃが形成させてある。この環
状壁部１３ａは、ハウジングの組み立て時に、ドライバ保持部材１４の環状段差部１４ｂ
の外側に嵌められる。このとき、キャップ１３とドライバ保持部材１４との接合が維持さ
れるように、環状壁部１３ａ側に凸部１３ｄが形成させてあり、ドライバ保持部材１４側
に凹部１４ｄが形成させてあり、ハウジングの組み立て時に、キャップ１３側の凸部１３
ｄが、ドライバ保持部材１４側の凹部１４ｄに嵌まるようにしてある。なお、図３などに
は図示しないが、キャップ１３の内側には回転止め用凸部（後述する凸部１３ｅ：図７）
が設けてあり、マイクロホン保持リング１２側には回転止め用凹部（後述する凹部１２ｄ
：図７）が設けてあり、リング１２が所定の回動位置のとき、キャップ１３側の凸部とリ
ング１２側の凹部とが接触するように構成してある。
【００２８】
次に、このように構成される左側ハウジング１０の組み立て状態を、図５を参照して説明
する。なお図５では、バネ１５の配置状態は省略してある。ハウジング１０として組み立
てられた状態では、バネ１５の一端１５ａは、図３に示したドライバ保持部材１４のバネ
係止用孔１４ｃに嵌めて係止させてあり、バネ１５の他端１５ｂは、図３に示したマイク
ロホン保持リング１２のバネ係止用孔１２ｃに嵌めて係止させてあり、ドライバ保持部材
１４の環状段差部１４ｂと、マイクロホン保持リング１２の円形孔１２ｂとの間に位置し
ている。
【００２９】
このようにコイル状のバネ１５を配置した状態で、マイクロホン保持リング１２の円形孔
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１２ｂを、ドライバ保持部材１４の環状段差部１４ｂに嵌め、さらにキャップ１３の環状
壁部１３ｃを、ドライバ保持部材１４の環状段差部１４ｂに嵌める。このとき、既に説明
したように、キャップ１３側の凸部１３ｄが、ドライバ保持部材１４側の凹部１４ｄに嵌
まって、ドライバ保持部材１４とキャップ１３が一体に結合される。その間のマイクロホ
ン保持リング１２については、回動可能である。但し、バネ１５を設けてあるので、リン
グ１２を回動させる際には、バネ１５の弾性力が作用することになる。
【００３０】
マイクロホン保持リング１２に固定されたマイクロホン４４に接続されたアーム４１は、
ハウジング１０内では、マイクロホン保持リング１２とキャップ１３との間の空間の外周
部寄りの空間に配置されることになる。即ち、ハウジング１０の内部では、図４，図５に
示したキャップ１３の内側の環状壁部１３ｃよりも外側にアーム４１が位置するようにな
る。なお、ハウジング１０の内部でアーム４１の位置が定まるようにするために、溝など
の何らかのアーム保持機構を設けるようにしても良い。
【００３１】
そして、図５に示すように、ハウジングとして組み立てられた状態では、マイクロホン保
持リング１２の外周部は外側に露出し、このリング１２の外周部をユーザが持って回動さ
せることで、マイクロホン保持リング１２に固定されたマイクロホン４４の回動位置が変
化し、このマイクロホン４４に接続されたアーム４１の、キャップ１３のアーム引き出し
用孔１３ａからの突出長が変化する。
【００３２】
ここで、アーム引き出し用孔１３ａは、ある程度の長さ直線状に形成させてあるので、孔
１３ａから引き出されたアーム４１は、ほぼ直線状になる。即ち、既に説明したように、
アーム４１は柔軟性を有して曲折させることが可能な中空の部材で構成させてあり、ハウ
ジング１０内に収納された状態では、マイクロホン保持リング１２の外周部に沿った円形
形状になって収納されるが、直線状の孔１３ａから引き出される際に、その円形に曲がっ
たアーム４１が直線状に矯正されて、ハウジング１０から外部に引き出される。
【００３３】
アーム４１の構成としては、例えば図６に示すように、厚さを薄くして黄銅などの自由に
曲がる素材よりなる金属製ワイヤーもしくはフレキシブルパイプ４１ｃの表面に、柔軟性
を有する樹脂チューブ４１ｄを被せて構成される。そして、アーム４１の先端に、樹脂部
材４２を取付けてあり、この樹脂部材４２に設けた孔４３が、パイプ４１ｃの内部と導通
状態となるようにしてある。先端の樹脂部材４２には、複数箇所（例えば表と裏など）に
孔４３を設けるようにしても良い。
【００３４】
このように、黄銅などの金属製ワイヤー（フレキシブルパイプ）４１ｃでアーム４１が構
成されることで、キャップ１３の直線状の孔１３ａから引き出されたアーム４１が、良好
に直線状に矯正されるようになる。
【００３５】
そして、マイクロホン保持リング１２を回動させて、アーム４１をキャップ１３の孔１３
ａから最も長く引き出した状態の回動位置としたとき、図７に示すように、マイクロホン
保持リング１２の回転止め用凹部１２ｄに、キャップ１３側の回転止め用凸部１３ｅが嵌
まって、バネ１５の弾性力による力がリング１２に作用しても、マイクロホン保持リング
１２の回転が止められ、アーム４１が引き出された状態が維持されるようにしてある。即
ち、図７に示すように、マイクロホン保持リング１２に係止されたコイル状のバネ１５は
、リング１２をキャップ１３側に押す力ｘと、リング１２を回転させる力ｙとが作用する
が、キャップ１３側の凸部１３ｅがリング１２側の凹部１２ｄに嵌まることで、回転力ｙ
に抗してリング１２の回動位置が定まり、リング１２に取付けられたアーム４１が、キャ
ップ１３の孔１３ａから伸びた状態が維持される。
【００３６】
この状態で、リング１２の外周部を外側から押す方向の力（図７に示す方向Ｐの力）がユ
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ーザの操作によって外部から加わると、キャップ１３側の凸部１３ｅが、リング１２側の
凹部１２ｄから外れて、リング１２がバネ１５の弾性力により回動し、アーム４１が孔１
３ａからハウジング内に引き込まれて、ハウジング１０内に巻回収納されるようになる。
アーム４１がハウジング１０内に巻回収納された状態では、例えば図２に示すように、ア
ーム４１の先端の樹脂部材４２だけが、キャップ１３の孔１３ａから外側に出ている状態
となる。
【００３７】
図８は、アーム４１を伸ばした状態での左側ハウジング１０の状態を示した図である。こ
のようにアーム４１を引き出した状態では、アーム４１がほぼ直線状に伸びて、アーム４
１の先端の樹脂部材４２が、装着者の口元の近くに位置するようになる。即ち、図９に示
すように、ユーザの左右の耳介ｅ 1  ，ｅ 2  にハウジング１０，２０を装着させて、アーム
４１を伸ばすことで、アーム４１の先端の樹脂部材４２が、装着者の口ｍの近くに位置し
、樹脂部材４２に設けた孔４３から入力した音を、ハウジング１０内のマイクロホン４４
が拾うようになり、装着者の話し声を良好にマイクロホン４４が拾うようになる。
【００３８】
なお、本例の場合には、アーム４１として、黄銅などの金属製ワイヤーもしくはフレキシ
ブルパイプを使用した構成としてあるので、例えば図９に示すようにアーム４１が伸びた
状態で、アーム４１を装着者が直接手で持って、先端の樹脂部材４２の位置を調整するこ
とが容易にできる。即ち、単にアーム４１を引き出しただけでは、ほぼ直線状に伸びるだ
けであるが、図９に示したように、樹脂部材４２が取付けられた先端だけを、装着者の口
ｍの方を向くように若干曲げさせても良い。
【００３９】
このように本例のヘッドセットによると、左側ハウジング１０に取付けられたアーム４１
が伸縮自在で、ハウジング１０から引き出すことで、ハウジング１０に取付けられたマイ
クロホン４４が装着者の話し声を拾うようになり、ヘッドセットとして良好に機能する。
そして、マイクロホンを使用する必要がなく、単にヘッドホンとしてだけ使用したい場合
には、アーム４１をハウジング１０内に巻回収納させれば、図２に示したように、わずか
にアーム４１の先端の樹脂部材４２だけがハウジング１０から突出した状態となり、通常
のヘッドホンとほぼ同様の形状となり、ヘッドホンとして良好に使用できる。
【００４０】
また、バンド３０を折り畳んでヘッドセットを収納する際にも、このようにアーム４１を
巻回収納させることで、アーム４１が収納時に邪魔にならず、持ち運び等に便利である。
【００４１】
そして本例の場合には、アーム４１が接続されたマイクロホン保持リング１２にバネ１５
を係止させて、このバネ１５によりリング１２が回動して、その力でアーム４１がハウジ
ング１０内に引き込まれるようにしたので、収納時には、キャップ１３側の凸部１３ｅと
リング１２側の凹部１２ｄとが嵌まった状態を解除させるだけで、自動的にアーム４１が
ハウジング１０内に巻き込まれ、容易に収納状態とすることができる。
【００４２】
なお、ここまで説明した実施の形態では、ハウジング１０内にマイクロホン４４を配置し
て、中空のアーム４１だけを伸ばす構成としたが、アームの先端に直接マイクロホンを取
付けるようにしても良い。即ち、例えば図１１に示すように、左側ハウジングを構成する
キャップ１３の孔１３ａから引き出されるアーム４１の先端に、マイクロホン４５を取付
けて、そのマイクロホン４５が、直接装着者の話し声などを拾うようにしても良い。この
場合には、マイクロホン４５に接続された信号線を、アーム４１の内部を通過させる必要
がある。
【００４３】
また、上述した実施の形態では、マイクロホンは信号線を介して直接プラグ５４に接続す
るようにしたが、マイクロホンからの出力をミュート状態とするスイッチを途中に設ける
ようにしても良い。この場合、スイッチは、ユーザが直接操作するスイッチとする場合の
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他に、アーム４１を収納したとき、自動的にミュート状態となるようにしても良い。
【００４４】
図１２は、アームの収納に連動したミュートスイッチ１７を設けた場合の例を示した図で
ある。例えば、キャップ１３′の内側に、ミュートスイッチ１７を設けて、アーム４１が
バネ１５の力で収納された状態のリング１２′の位置のとき、リング１２′がミュートス
イッチ１７を押して、マイクロホンからの出力がミュート状態となるように構成する。こ
のように構成することで、アーム４１を引き出したとき、自動的にマイクロホンが話し声
などを拾うようになり、アーム４１をハウジング１０内に収納したとき、自動的にマイク
ロホンがミュート状態となって、ノイズなどを拾うことがなくなる。
【００４５】
図１３は、このミュートスイッチ１７の接続例を示した図である。この図１７に示すよう
に、ミュートスイッチ１７は、マイクロホン４４とプラグ５４との間の信号線の途中に設
ければ良い。ドライバユニット１６Ｌ，１６Ｒ側の信号線には、スイッチを設ける必要は
ない。
【００４８】
なお ッドセットとして、このような片側のハウジングだけを備えた構成としても良い
。図１～図１１に示した例の場合についても、アームが取付けられた左側ハウジングだけ
を設ける構成として、その左側ハウジングを耳介に装着させるフックを設け、バンドを設
けない構成としても良い。また、ここまでの説明では、左側ハウジングにアーム及びマイ
クロホンを取付けるものとして説明したが、右側ハウジングにアーム及びマイクロホンを
設けて、左側ハウジングには、これらの部材を設けない左右逆の構成としても良い。
【００４９】
さらに、左右のハウジングを接続するバンドとして、装着者の後頭部を通過するいわゆる
ネックバンド方式のバンドとして構成したが、装着者の頭部上方を通過するバンドで、左
右のハウジングを接続しても良い。即ち、例えば図 に示すように、左側ハウジング９
０として、キャップ９１のアーム引き出し用孔９１ａから、アーム９３を引き出す構成と
して、アーム９３の先端の樹脂部材９４が装着者の口元に位置する構成とした場合に、左
側ハウジング９０と図示しない右側ハウジングとを、装着者の頭部上方を通過するバンド
９２で接続するように構成する。信号線９５については、左側ハウジング９０から引き出
す。このような形状のヘッドセットの場合の場合でも、上述した例のヘッドセットと同様
に機能する。
【００５０】
さらに、その他の形状のハウジングやバンドなどを適用しても良い。
【００５１】
【発明の効果】
本発明のヘッドセットによると、マイクロホンが取付けられたアームを、ハウジングから
引き出すことで、アームの先端を装着者の口元に近い場所とすることができ、装着者が話
す音声をマイクロホンで拾うことができ、ヘッドセットとして良好に機能する。そして、
マイクロホンを使用する必要がない場合には、アームをハウジング内に 収納さ
せることで、アームがハウジングから突出しなくなり、マイクロホンが取付けられてない
一般のヘッドホンとほぼ同様の形状になり、アーム収納時の使い勝手や携帯性が向上する
。
【００５２】
この場合、アームは、弾性を有する中空のパイプで構成されて、ハウジング内のほぼ最外
周部に巻回されて収納されるようにしたことで、比較的長さの長いアームをハウジング内
に良好に収納させることが可能になる。
【００５３】
また、このようにアームをハウジング内のほぼ最外周部に巻回させて収納されるようにし
た場合に、ハウジング内でアームの一端が取付けられ、ハウジングに対して回動できるア
ーム取付け部材を設け、アーム取付け部材の回動でアームがハウジング内のほぼ最外周部
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に巻回されるようにしたことで、例えばアーム取付け部材をユーザが回動させることで、
アームを巻き取ってハウジング内に収納させることができ、アームの収納作業が容易に行
える。
【００５４】
さらに、アーム取付け部材を設けた場合に、このアーム取付け部材は、巻き取りバネを介
してハウジング側に接続させて、巻き取りバネの弾性力によるアーム取付け部材の回動で
、アームがハウジング内に巻き取られるようにしたことで、アームの巻き取りをバネの弾
性力を利用して自動的に行える。
【００５５】
また、アームの他端側がハウジングの外部に引き出された所定位置で、アーム取付け部材
が、ハウジング側に係止される回動止め機構を設けたことで、バネによる巻き取り力が、
アームを所定位置に引き出したときに作用させない構成となる。
【００５６】
また、ハウジングの孔の近傍に、直線状又はアームの巻回方向と反対方向にアームを案内
する案内部を設けたことで、巻回されて収納されたアームが引き出される際に、アームが
ほぼ直線状に伸ばされることになり、ハウジングから伸びたアームの形状を良好にできる
ようになる。
【００５７】
また、ハウジング内に取付けられたアームの一端にマイクロホンを取付け、アームの先端
に孔を設けて、このアームの先端の孔から入力した音を、ハウジング内のマイクロホンが
拾うようにしたことで、アーム先端側を非常に小型に構成できるようになり、使用時にハ
ウジングから突出しているアームを小型軽量に構成でき、またアーム収納時に、ハウジン
グから突出した部分が非常に小さくなり、アームが目立たなくなる。
【００５８】
また、このようにハウジング内にマイクロホンを配置した場合に、マイクロホンに接続さ
れた信号線を、ハウジング内で所定の弛みを持たせて配置したことで、アーム巻き取り時
には、マイクロホンも同時に回転することになるが、マイクロホンへの信号線の接続を無
理なく行える。
【００５９】
また、ハウジングの孔から外部に引き出されるアームの他端にマイクロホンを取付け、こ
のマイクロホンに接続された信号線を中空のアームの内部に配置するようにしたことで、
アームの先端に取付けられたマイクロホンで、装着者の話し声を直接拾うようになる。
【００６０】
また、アームがハウジング内に収納された状態のとき、マイクロホンの出力をミュート状
態とするスイッチを設けたことで、マイクロホンを引き出したときだけ、自動的にマイク
ロホンが音声を拾うようになり、マイクロホンのスイッチを別途設ける必要がなくなる。
【００６１】
また、アームを形状記憶合金で構成させて、ハウジングから引き出した場合に、所定の形
状となるようにしたことで、アーム引き出し時の形状が一定の形状に定まり、例えば装着
者の口元に近づけさせた位置にすることが可能になる。
【００６３】
また、装着者の他方の耳介に装着される第２のハウジングを設け、この第２のハウジング
には、音声を出力するドライバユニットを設け、アーム及びマイクロホンを設けない構成
としたことで、左右２つのハウジングが備わるヘッドホンとしての形状のものに、マイク
ロホンを取付けてヘッドセットとすることが可能になる。
【００６４】
さらに、この２つのハウジングを備えた構成とした場合に、２つのハウジングを接続する
バンドを設けたことで、バンドで２つのハウジングが接続されたヘッドホンとして構成で
きるようになる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の一実施の形態によるヘッドセットのアームを引き出した例を示した斜視
図である。
【図２】本発明の一実施の形態によるヘッドセットのアームを収納させた例を示した斜視
図である。
【図３】本発明の一実施の形態によるヘッドセットのハウジングを分解して示す斜視図で
ある。
【図４】本発明の一実施の形態によるヘッドセットのハウジングを分解した状態での断面
図である。
【図５】本発明の一実施の形態によるヘッドセットのハウジングを組み立てた状態での断
面図である。
【図６】本発明の一実施の形態によるアームの構成例を示す斜視図である。
【図７】本発明の一実施の形態による回動止め機構の原理を示す説明図である。
【図８】本発明の一実施の形態によるヘッドセットの例の側面図である。
【図９】本発明の一実施の形態によるヘッドセットの装着例を示す斜視図である。
【図１０】本発明の一実施の形態によるヘッドセットの接続例を示す説明図である。
【図１１】本発明の他の実施の形態によるヘッドセットの例（マイクロホンをアームの先
端に設けた例）を示す側面図である。
【図１２】本発明の他の実施の形態によるヘッドセットの例（ミュートスイッチをアーム
の収納に連動させる構成の例）の回動止め機構を示す説明図である。
【図１３】図１２の例の場合の接続例を示す説明図である。
【図１４】本発明の他の実施の形態によるヘッドセットの例（バンドを頭部に通過させる
構造の例）の装着状態を示す側面図である。
【図１５】従来のヘッドセットの一例を示した斜視図である。
【図１６】図 の例のヘッドセットのマイクロホン不使用時の例を示した斜視図である
。
【符号の説明】
１…左側ハウジング、２…右側ハウジング、３…バンド、４…アーム、５…支持部材、６
…マイクロホン、１０…左側ハウジング、１１…イヤーパッド、１１ａ…切り欠き部、１
２，１２′…マイクロホン保持リング、１２ａ…凹部、１２ｂ…円形孔、１２ｃ…バネ係
止用孔、１２ｄ…回転止め用凹部、１３，１３′…キャップ、１３ａ…アーム引き出し用
孔、１３ｂ…アーム通過用窪み、１３ｃ…環状壁部、１３ｄ…凸部、１３ｅ…回転止め用
凸部、１３ｆ…押し出しピン、１４…ドライバ保持部材、１４ａ…バンド接続構造、１４
ｂ…環状段差部、１４ｃ…バネ係止用孔、１４ｄ…凹部、１５…バネ、１５ａ…バネの一
端、１５ｂ…バネの他端、１６Ｌ，１６Ｒ…ドライバユニット、１７…ミュートスイッチ
、２０…右側ハウジング、２１…イヤーパッド、２１ａ…切り欠き部、２２…キャップ、
３０…バンド、３０ａ，３０ｂ，３０ｃ…バンド接続部、３１，３２，３３，３４…バン
ドを構成する部材、３１ａ…左耳介保持部、３２ａ…右耳介保持部、４１…アーム、４１
ａ…アームの先端、４１ｂ…アームの基端、４１ｃ…金属製パイプ、４１ｄ…樹脂チュー
ブ、４２…アーム先端用樹脂部材、４３…孔、４４，４５…マイクロホン、５１，５２，
５２ａ，５２ｂ…信号線、５３…音声信号用プラグ、５４…マイクロホン用プラグ、８０
…ハウジング、８１…キャップ、８１ａ…アーム引き出し用孔、８２…フック、８３…ア
ーム、８４…アーム先端用キャップ、８５…信号線、９０…左側ハウジング、９１…キャ
ップ、９１ａ…アーム引き出し用孔、９２…バンド、９３…アーム、９４…アーム先端用
キャップ、９５…信号線
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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