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(57)【要約】
　本開示は、第１の展開された構成及び第２の折り畳ま
れた構成を含むワイヤレスヘッドセットなどの装置に関
する。該装置が折り畳まれた場合に、該装置がポータブ
ルラップトップ型コンピュータ又は携帯電話などのホス
ト装置内に格納され、且つ充電されることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、
　マイクロフォンと、
　送受信機と、
　前記ハウジングに可動に固定されたイヤホンを通じて直接音を出すスピーカーであって
、前記イヤホンの少なくとも１部が使用者の耳内に適合するように構成されるスピーカー
と、
を備えるワイヤレス装置において、
　前記ワイヤレス装置は、物理的なエンベロープを有し、展開された構成における前記イ
ヤホンは、少なくとも１つの方向で前記物理的なエンベロープを展開することが可能であ
ることを特徴とするワイヤレス装置。
【請求項２】
　前記イヤホンは、前記ハウジングから離隔して回転するように構成されていることを特
徴とする請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項３】
　前記イヤホンは、前記ハウジングに対して回転するように構成されていることを特徴と
する請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項４】
　前記イヤホンは、第１の形状を有し、可撓性を有する材料からなり、第２の形状に従う
ことが可能であることを特徴とする請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項５】
　前記イヤホンの前記一部が使用者の耳内に配置した状態で展開するように構成されるこ
とを特徴とする請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項６】
　前記イヤホンが前記使用者の耳内に前記ワイヤレス装置を保持することが可能である請
求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項７】
　前記ワイヤレス装置を保持するためのクレードルをさらに備えていることを特徴とする
請求項１に記載のワイヤレス装置。
【請求項８】
　前記クレードルは、前記ワイヤレス装置を充電することが可能であることを特徴とする
請求項７に記載のワイヤレス装置。
【請求項９】
　前記クレードルは、マグネットを含み、
　前記マグネットは、磁気によって前記ワイヤレス装置を前記クレードルに固定すること
を可能にし、
　前記クレードルは背面を有し、
　前記クレードルは、前記背面に配置された接着剤をさらに備えていることを特徴とする
請求項７に記載のワイヤレス装置。
【請求項１０】
　ハウジングと、
　前記ハウジングと電気的に連通するスピーカーと、
を備えるワイヤレス装置において、
　前記ワイヤレス装置がホスト装置内に挿入されることが可能であることを特徴とするワ
イヤレス装置。
【請求項１１】
　ワイヤレス装置を格納し、且つ充電するためのシステムであって、
　ハウジングと、マイクロフォンと、送受信機と、前記ハウジングに可動に固定されたイ
ヤホンを通じて直接音を出すスピーカーであって、前記イヤホンの少なくとも１部が使用
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者の耳内に適合するように構成されるスピーカーと、を含むワイヤレス装置において、前
記ワイヤレス装置は、物理的なエンベロープを有し、展開された構成における前記イヤホ
ンは、少なくとも１つの方向で前記物理的なエンベロープを展開することが可能であるワ
イヤレス装置、及び
　前記ワイヤレス装置に電力を供給することが可能である電力供給部を備えていることを
特徴とするシステム。
【請求項１２】
　前記ワイヤレス装置を保持することが可能であるクレードルをさらに備え、
　前記クレードルは、前記電力供給部から電力を受容するように構成され、且つ前記ワイ
ヤレス装置の前記第１の電気的な接触部を係合するための第２の電気的な接触部を含むこ
とを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　クリップをさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記クレードルは、ホスト装置内に挿入されることが可能であるカードの特徴を示すこ
とを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記形状要因がエクスプレスカードであることを特徴とする請求項１４に記載のシステ
ム。
【請求項１６】
　前記形状要因がＰＣＭＣＩＡカードであることを特徴とする請求項１４に記載のシステ
ム。
【請求項１７】
　前記電力供給部を設けているホスト装置をさらに備えることを特徴とする請求項１１に
記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ホスト装置は、前記ホスト装置に画定された凹部を含み、該凹部が前記ワイヤレス
装置を保持することが可能であり、且つ前記第１の電気的な接続部を係合することが可能
であることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記システムは、クレードルをさらに備え、
　前記クレードルが前記クレードルに凹部を画定し、
　前記ワイヤレス装置を保持することが可能であり
　前記第２の電気的な接触部を含み、
　前記クレードルは、前記ホスト装置に取り外し可能に固着され
　前記ホスト装置から電力を受容し、前記第１の電気的な接触部及び前記電気的な接触部
を通じて前記ワイヤレス装置に電力を提供することを特徴とする請求項１７に記載のシス
テム。
【請求項２０】
　前記システムは、ケースをさらに備え、
　前記ケースは、前記ワイヤレス装置のための前記ケース内に画定された凹部を有し、
　前記ケースは、前記電力供給部を含むことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項２１】
　ワイヤレス装置を格納し、且つ充電するためのシステムであって、
　ハウジングと、マイクロフォンと、送受信機と、前記ハウジングに可動に固定されたイ
ヤホンを通じて直接音を出すスピーカーであって、前記イヤホンの少なくとも１部が使用
者の耳内に適合するように構成されるスピーカーと、を備えるワイヤレス装置において、
前記ワイヤレス装置は、物理的なエンベロープを有し、展開された構成における前記イヤ
ホンは、少なくとも１つの方向で前記物理的なエンベロープを展開することが可能である
前記ワイヤレス装置を備えたシステムにおいて、
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　前記ワイヤレス装置がホスト装置内に挿入されることが可能であるカードの特徴を示す
ことを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　前記形状要因がエクスプレスカードであることを特徴とする請求項２１に記載のシステ
ム。
【請求項２３】
　前記形状要因がＰＣＭＣＩＡカードであることを特徴とする請求項２１に記載のシステ
ム。
【請求項２４】
　ホスト装置をさらに備えることを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２５】
　第１の形状を有し、可撓性を有する材料からなり、第２の形状に従うことが可能であり
、使用者の耳内に配置された状態で少なくとも１つの方向に展開することを特徴とするイ
ヤホン。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本発明は、２００６年９月６日付けで提出された米国仮出願第６０／８２４，７３０号
の利益を主張し、その開示が参照により、本明細書に組み込まれる。
【０００２】
本発明は、展開時などの第１の構成では、モノラルのワイヤレスヘッドセット又はステレ
オのワイヤレスヘッドセットになり、折り畳まれた場合などの第２の構成では、ラップト
ップ型コンピュータ又は携帯電話などのホスト装置内に格納され、且つ充電される装置に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　携帯型コンピュータ市場は、成長し続けており、これからデスクトップ型パーソナルコ
ンピュータ市場を追い越す。人々は、それらの家庭にあるコンピュータまたはオフィスに
あるコンピュータの能力及び利便性を再現するコンピュータの移動性を望んでいる。移動
性の負担の一つは、携帯型コンピュータを達成する配線及び周辺機器の管理である。多く
の場合において、周辺機器は、デスクトップ型マシーンに存在する機能を置き換えるよう
に、携帯型コンピュータに追加される。接続の複雑さを減少するために、ワイヤレス技術
は、携帯型コンピュータに一体化される。ブルートゥース無線は、標準になり、多くのラ
ップトップ型コンピュータは今日、利用可能である。さらに、多くの装置は、交流供給接
続部からの周辺装置に電力を供給する必要性を軽減するように、または再充電可能なバッ
テリーの供給を維持するように、組み込まれた再充電可能なバッテリーを有する。
【０００４】
　スカイプ（登録商標）及びボネージ（Vonage）（登録商標）などのＶＯＩＰ技術（ボイ
ス・オーバー・テクノロジー・プロトコル）は、第一に費用及び移動性の理由のために電
話通信の選択になる。ＶＯＩＰは、実質的に任意のインターネットに接続された携帯型コ
ンピュータで操作されることができる。音声入力及び音声出力は、マイクロフォン及びス
ピーカーを必要とする。携帯型コンピュータに組み込まれたスピーカー及びマイクロフォ
ンを使用することは、アクセサリーとして有線又は無線の携帯型ヘッドセットを実装する
ことが共通であるように、使用者に少しのプライバシーを提案していない。さらに、ラッ
プトップ型コンピュータ又は携帯電話の使用者にとって、通話中にプライバシーを得るた
めに暗号化された他の装置、又はワイヤレスヘッドセットでさえ、運搬することは、不便
である。ヘッドセット及び他の周辺機器のトラックを維持すること及びそれらを充電し続
けること、及び使用する準備をし続けることは、負担になる。（再充電可能なバッテリー
とともに）ワイヤレスヘッドセットを操作する多くのバッテリーは、格納するための他の
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物、運搬するための他の物、及び追跡するための他の物をさらに追加する充電するために
、ヘッドセットをラップトップ型コンピュータまたは壁掛け型コンピュータに接続する配
線を必要とする。
【０００５】
　ほとんどの携帯型コンピュータ及びハンドヘルド型コンピュータは、エクスプレスカー
ド（登録商標）スロット又はＰＣカードスロットなどの内臓拡張スロットを有する。スロ
ットは、第３開発業者が取り換え可能なアクセサリー装置を生み出すことが可能である標
準形状及び標準プロトコルに一致する。拡張カードは、使用者が装置のメモリを増加する
、または通信インターフェースの異なる種類を追加することを可能にする。ＵＳＢインタ
ーフェースの人気における上昇及びそのインターフェースへのアクセサリー市場のその後
の移行のために、ほとんどのＰＣカードスロットは、ラップトップ型コンピュータにおい
て空になっている。多くのスロットは、データを交換するために高速のコミュニケーショ
ンバスと同様に、操作されたバッテリーを充電するために使用されることができる電力を
有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示の態様は、ワイヤレス装置に関する。ワイヤレス装置は、はウンジング、マイク
ロフォン、送受信機、及び前記ハウジングに可動に固定されたイヤホンを通じて直接音を
出すスピーカーであって、前記イヤホンの少なくとも１部が使用者の耳内に適合するよう
に構成されるスピーカーと、を含むことができる。さらに、ワイヤレス装置は、長さ、幅
、及び厚さによって画定される物理的なエンベロープを有し、展開された構成における前
記イヤホンは、少なくとも１つの方向における前記物理的なエンベロープを展開すること
が可能である。本開示の他の態様において、ワイヤレス装置は、ホスト装置内に挿入され
ることが可能であるカードの形状要因を呈することができる。本開示のさらなる態様は、
ワイヤレス装置を格納し、充電するためのシステムに関する。システムは、ワイヤレス装
置と、該ワイヤレス装置に電力を供給することが可能である電力供給部と、を含むことが
できる。さらなる態様において、本開示は、ホスト装置内に挿入されることが可能である
カードの形状要因を示すことができる、ワイヤレス装置を格納し、充電するためのシステ
ムに関する。本開示の他の態様は、可撓性を有する材料を含み、第１の形状を有するイヤ
ホンに関する。イヤホンは、第２の形状に従うことが可能であり、使用者の耳内に配置さ
れた状態で少なくとも１つの方向に展開することを可能にすることができる。
【０００７】
　以下の詳細な説明は、図示の目的で提供され、本発明の任意の態様を限定するように考
慮されない、添付された図面を参照してより良く理解されることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ホスト装置と通信する、本明細書で熟考されたワイヤレス装置の概略図である。
【図２ａ】本明細書で熟考されたワイヤレス装置の斜視図である。
【図２ｂ】図２ａのワイヤレス装置の底面図である。
【図２ｃ】図２ａのワイヤレス装置の正面図である。
【図２ｄ】図２ａのワイヤレス装置の平面図である。
【図２ｅ】図２ａのワイヤレス装置の側面図である。
【図２ｆ】図２ａのワイヤレス装置の側面図である。
【図３ａ】相対的に平坦に折り畳まれた構成で、本明細書で熟考されたワイヤレス装置の
斜視図である。
【図３ｂ】展開された構成で図３ａのワイヤレス装置の斜視図である。
【図４ａ】本明細書で熟考されたワイヤレス装置の斜視図である。
【図４ｂ】イヤホンがアームによって画定された軸Ｂ－Ｂの周りで回転される、図４ａの
ワイヤレス装置の斜視図である。
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【図５ａ】ワイヤレス装置のハウジングの厚さより厚い卵形状のイヤホンを有する、本明
細書で熟考されたワイヤレス装置の側面図である。
【図５ｂ】ワイヤレス装置のハウジングの厚さと同じくらいの厚さである、又はより薄い
イヤホンを有する、本明細書で熟考されたワイヤレス装置の側面図である。
【図６ａ】イヤホンが第１の構成であり、且つ圧縮されない、イヤホンの側面図を図示す
る本明細書で熟考されたワイヤレス装置の側面図である。
【図６ｂ】イヤホンの背面図を図示する、図６ａのワイヤレス装置の背面図である。
【図６ｃ】イヤホンが、外耳道内に挿入される場合に見られるような第２の構成であり、
イヤホンの側面図を図示する、図６ａのワイヤレス装置の側面図である。
【図６ｄ】イヤホンが第２の構成であり、イヤホンの背面図を図示する、図６ｃのワイヤ
レス装置の背面図である。
【図７ａ】第１の折り畳まれた状態で、本明細書で熟考されたワイヤレス装置の斜視図で
ある。
【図７ｂ】第２の展開された状態で、図７ｂのワイヤレス装置の斜視図である。
【図８】取り外し可能なカバー及びショルダーキャップを図示する、本明細書で熟考され
たワイヤレス装置の分解図である。
【図９ａ】ワイヤレス装置に接続されるような、電力供給及び供給アダプタを有する、本
明細書で熟考されたワイヤレス装置の斜視図である。
【図９ｂ】図９ａのワイヤレス装置、アダプタ、及び電力供給の分解図である。
【図１０ａ】本明細書で熟考されたワイヤレス装置を保持するクレードルの斜視図である
。
【図１０ｂ】図１０ａのクレードルの背面図である。
【図１０ｃ】それに保持されたワイヤレス装置を含んでいる、図１０ａのクレードルの斜
視図である。
【図１１ａ】本明細書で熟考されたワイヤレス装置を保持するためのクリップを含んでい
るクレードルの斜視図である。
【図１１ｂ】それに保持されたワイヤレス装置を含んでいる図１１ａｎｏクレードルの斜
視図である。
【図１２ａ】ワイヤレス装置と、スロットの形状要因を有する前記ワイヤレス装置を保持
するためのカレードルとの分解図である。
【図１２ｂ】ホスト装置内のスロット内に位置付けられた、カード内に配置されたワイヤ
レス装置の概略図である。
【図１３ａ】エクスプレスカードスロットのためのエクスプレスカードの形状要因を有す
るワイヤレス装置を保持するためのクレードルの斜視図である。
【図１３ｂ】クレードル内に保持されたワイヤレス装置を含む図１３ａのクレードルの斜
視図である。
【図１４ａ】ＰＣＭＣＩＡスロットのためのＰＣＭＣＩＡカードの形状要因を有するワイ
ヤレス装置を保持するためのクレードルの斜視図である。
【図１４ｂ】クレードル内に保持されたワイヤレス装置を含む図１４ａのクレードルの斜
視図である。
【図１５ａ】折り畳まれた構成でここで熟考されるワイヤレス装置の斜視図である。
【図１５ｂ】展開された構成で図１５ａのワイヤレス装置の斜視図である。
【図１６ａ】折り畳まれた構成でここで熟考されるワイヤレス装置の斜視図である。
【図１６ｂ】展開された構成で、図１６ａのワイヤレス装置の斜視図である。
【図１７ａ】ワイヤレス装置を保持するためにホスト装置に画定される凹所を含むホスト
装置の斜視図である。
【図１７ｂ】クレードル内に保持されたワイヤレス装置を有するクレードルを含むホスト
装置の斜視図である。
【図１７ｃ】ホスト装置、クレードル、ワイヤレス装置に電力及び／又はデータを伝送す
るためのクレードル及びホスト装置内で電気的接触部と有する図１７ｂのワイヤレス装置
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の分解図である。
【図１８ａ】閉鎖された構成で、ワイヤレス装置を保持するためのケースの斜視図である
。
【図１８ｂ】ケース内に保持されたワイヤレス装置を保持する図１８ａのケースの斜視図
である。
【図１９ａ】折り畳まれた構成で、ここで熟考されたワイヤレス装置の斜視図である。
【図１９ｂ】展開された構成で、図１９ａのワイヤレス装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、展開された場合などの第一の構成において、モノラル又はステレオのワイヤ
レスヘッドセットになり、折り畳まれた場合などの第２の構成において、格納され、充電
され得る装置に関する。例示的な実施形態において、装置は、展開された場合に、耳に適
する、又は耳に渡って適するイヤホンを有することができる。折り畳まれた場合に、イヤ
ホンは、例えば、５ｍｍ程度の製品厚さを生み出すヘッドセットのハウジングとともに位
置させることができる。相対的に薄い形状は、ヘッドセットが、携帯型クレードル内で、
又はミニＵＳＢチャージャーとともに格納され、充電されることを可能にする。携帯型ク
レードルは、ホルダー、ケース、又はカードであることができ、例えば、ＰＣＭＣＩＡ、
エクスプレスカード５４、及びエクスプレスカード３４を含んでいる任意の拡張スロット
基準に一致する標準的な角柱スロットの内側に適合されることができる。さらに、独自の
スロット又はキャビティは、ラップトップ型コンピュータ又は携帯電話、又はワイヤレス
ヘッドセットなどを収容するためにスピーカー及びマイクロフォンを利用することができ
る任意の他の通信装置に設計されることができる。ヘッドセットの全体寸法及び形状は、
標準的な拡張スロットの形状要因内に収容する、又は適合するように設計されることがで
きる。例えば、装置自体は、格納目的のために折り畳まれる場合に、２４ｍｍ×６０ｍｍ
×５ｍｍである。３４ｍｍ×７５ｍｍ×５ｍｍのヘッドセットクレードルは、設けられ、
該ヘッドセットクレードルは、標準的なエクスプレスカード３４のカードを収容すること
ができ、該カードのサイズに適合することができる。そのような装置は、携帯型コンピュ
ータ内で格納し、充電するために、３４ｍｍのエクスプレスカードスロット内に適合する
ことができる。同じように、異なる形状要因がまた、ワイヤレス装置と同じようにエクス
プレスカード５４又はＰＣＭＣＩＡの形状要因を含むことは、認識されるべきである。さ
らに、装置自身は、重量において比較的軽くなることができる。例示的な装置は、２０グ
ラム以下の重量であり、特定の実施形態において、１０グラム以下であることができる。
【００１０】
　図１に図示されるように、ワイヤレス装置１００は、ハウジング１０１、マイクロフォ
ン１０２、及びイヤホン１０４を含むことができる。スピーカー１０５は、イヤホンを通
じて直接音を出すことができる。さらに、ワイヤレス装置は、例えば、コンピュータ、携
帯電話、音楽プレイヤー、ＤＶＤプレイヤー、又はテレビを含むメディアプレイヤーなど
のホスト装置１１０からの情報１０８を送信する、且つ受信するための送受信機１０６を
含むことができる。さらに、ワイヤレス装置は、バッテリーなどの電源１１１を含むこと
ができる。電源は、充電式電源である場合があり、又は電源は、交換可能である場合があ
る。例えば、電源は、受電式バッテリー又は交換可能なバッテリーを利用することができ
る。
【００１１】
　上記に暗示されるように、ワイヤレスヘッドセットは、展開可能である場合があり、展
開時に、モノラル又はステレオのワイヤレスヘッドセットとして使用されることができる
第１の構成と、折り畳まれる、且つ格納されることができる第２の構成と、を有する。図
２ａから図２ｆは、ワイヤレス装置２００の例示的な実施形態の様々な図を図示し、ハウ
ジング２０１に対して折り畳まれた位置におけるスピーカー２０４を図示する。装置２０
０が物理的なエンベロープを有することができることは、図２ａから図２ｆの図から認識
されることができる。物理的なエンベロープは、図２ｂ及び図２ｃに図示されるように長
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さ「Ｌ」、幅「ｗ」、及び厚さ「ｔ」、又は他の適切な寸法によって画定されることがで
きる。
【００１２】
　図３ａ及び図３ｂは、折り畳まれた状態及び展開された状態の両方におけるワイヤレス
装置３００の裏面３１２を図示する。図に見られることができるように、スピーカー又は
イヤホン３０４は、アーム又はブーム３１４に設けられることができ、このアーム又はブ
ーム３１４は、ワイヤレス装置３００の側部３１２に対して垂直な面「Ｐ」を通じて、又
は、面「Ｐ」内で、又はヒンジ接続部３１６によって画定された軸「Ａ－Ａ」の周りで、
ワイヤレス装置３００から離隔して回転することができる。回転運動は、アーム３１４と
装置３００との間でヒンジ接続によって、提供されることができる。それに応じて、イヤ
ホンの展開によって、ワイヤレス装置の物理的なエンベロープは、少なくとも１つの寸法
を変えることができる。さらに、戻り止め（detent）は、イヤホン３０４が所望される角
度で位置されていると、移動に対する機械抵抗を考慮して、アームの回転を通じて様々な
角度で設けられることができる。
【００１３】
　ワイヤレス装置の裏面に対して垂直な面にアームの回転運動を加えて、図４ａ及び図４
ｂは、さらなる実施形態を図示し、図４ａ及び図４ｂにおいて、スピーカー４０４は、ア
ーム４１４の軸「Ｂ－Ｂ」に関して回転されることもできる。図４ａは、アームがワイヤ
レス装置の裏面から外側へ回転することができる場合のイヤホン４０４を図示し、図４ｂ
は、アームがアームの軸の周りで回転することができる場合のイヤホンを図示する。戻り
止めは、アーム軸の周りにイヤホンの回転の様々な角度で、類似に設けられることができ
る。
【００１４】
　イヤホンはまた、図５ａ及び図５ｂに図示されるように、複数の幾何学形状で設けられ
ることができる。図５ａは、第１の幾何学形状におけるイヤホン５０４を図示し、そのイ
ヤホン５０４は、卵形状であり、ワイヤレス装置５００のハウジング５０１より厚い。図
５ｂは、第２の幾何学形状を有するイヤホン５０４を図示し、そのイヤホン５０４は、ハ
ウジング５０１に類似の厚さを呈し、又はイヤホン５０４は、ハウジング５０１の厚さよ
り薄い厚さを示すことができる。それに応じて、イヤホンの少なくとも１部が使用者の耳
内に適合することができることは、認識されることができる。さらに、イヤホンは、使用
者の耳にワイヤレス装置を保持するように利用されることができる。
【００１５】
　さらに、幾何学形状にかかわらず、イヤホンは、可撓性を有し、伸張可能な材料で設け
られることができ、可撓性を有し、伸張可能な材料は、弾性変形及び弾性回復を示すこと
ができる。可撓性を有する材料は、ゴム、シリコン、熱可塑性エラストマーなどの高分子
材料を含むことができる。図６ａから図６ｄは、卵形状を有するイヤホン６０４の構造を
図示する。イヤホンが耳に、例えば耳珠の溝（tragus slot）内などの中に挿入されると
、イヤホンが、図６ａ及び図６ｂに図示される第１の幾何学形状から、図６ｃ及び図６ｄ
に図示される第２の幾何学形状に変形することができる。第２の幾何学形状は、より湾曲
した形状であることでき、外耳道（ear canal）に一致することができ、耳におけるイヤ
ホンの密封性は、改善された音響特性又は耳内の改善された保持を達成される。さらに、
イヤホンの断面的な幾何学形状は、イヤホンの一の端部における薄い部分６０４ａと、イ
ヤホンの他の端部に近接して厚い部分６０４ｂと、を含むことができ、薄い部分は、耳珠
の溝に収容することができる一方、厚い部分は、外耳道の残りに収容することができる。
【００１６】
　イヤホンの適合の調整をさらに支援するために、図７ａ及び図７ｂは、ワイヤレス装置
７００の構成を図示し、ワイヤレス装置７００のイヤホン７０４は、回動アーム７１４に
設けられることができ、イヤホンは、回動アームによって画定された軸「Ｃ－Ｃ」の周り
で回動することができる。図７ａは、イヤホン７０４が折り畳まれた状態、又は格納され
た状態であるワイヤレスヘッドセットを図示し、図７ｂは、イヤホンが展開された構成で
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あるワイヤレスヘッドセットを図示する。
【００１７】
　ワイヤレスヘッドセットにはまた、他の設計上の特徴が設けられることができる。例え
ば、図８は、ハウジング８０１、取り外し可能なカバー８２０、及びショルダーキャップ
８２２を含んでいるワイヤレス装置８００の分解図を図示する。ワイヤレス装置、ハウジ
ング、カバー、及びショルダーキャップは、ワイヤレス装置の上にショルダーキャップを
位置し、次いでショルダーキャップの上方にカバーを配置することによって、組み立てら
れることができる。カバー８２０及びショルダーキャップ８２２は、カバー及び／又はシ
ョルダーの周りに配置されたスナップ嵌め、又はプレスばめ等の１つ又は複数のメカニカ
ルファスナーによって、ハウジング８０１に保持されることができる。そのような取り外
し可能なカバー及びショルダーキャップは、使用者の好み又は製造者の好みに依存して、
互換性がある色彩、設計、又は形状を含んでいる複数の設計コンフィグレーションを提供
することができる。ワイヤレス装置は、複数の装置によって格納され、充電されることが
できる。一の例において、ワイヤレス装置は、マイクロＵＳＢ又はミニＵＳＢによって直
接的に充電されることができる。ＵＳＢコネクタは、ワイヤレス装置と設けられたＵＳＢ
との間で連通するために、装置又はアダプタ内に挿入されることができる。図９ａ及び図
９ｂは、アダプタ９２２が設けられたミニＵＳＢ９２０の使用を図示する。アダプタは、
ショルダーキャップによって載置された戻り止めにおける装置のショルダーに上でスライ
ドすることができる。ＵＳＢコネクタ９２０は、アダプタ９２２に電力を印加することが
でき、次いで、アダプタ上の電気的な接触部９２４及び、参照符号３２６として図３ｂに
図示されたワイヤレスヘッドセットに配置された電気的な接触部を介して、ワイヤレスヘ
ッドセット９００に電力を印加することができる。図示されるように、アダプタは、アダ
プタとワイヤレス装置との間の電気的な接続に対するストレス（stress）を減少すること
ができる方法で形成されることができる。例えば、アダプタは、ワイヤレス装置の一部上
にスライドする、又は留める、例えば、アダプタと装置との間のねじり運動を妨げるよう
に、形成されることができる。
【００１８】
　他の例において、クレードル（cradle）はまた、装置のために設けられることができる
。図１０ａから図１０ｃは、ワイヤレス装置１０００が挿入されることができるクレード
ル１０２８を図示する。クレードル１０２８は、背面１０３２に配置された二重の面を持
った接着剤１０３０（double sided adhesive 1030）を有することができ、該接着剤の一
の側面は、クレードル１０２８に固定され、且つ接着剤の背面１０３４は、使用者が裏面
を剥離するまで残り、表面に対してクレードルを固定する。表面は、ホスト装置又は他の
携帯型装置の表面などの任意の表面である場合がある。クレードルには、ワイヤレス装置
のために電源アダプタが設けられることができ、または、ワイヤレス装置が別個のアダプ
タに接続されることができる一方、クレードル内に配置されることができる。
【００１９】
　装置１０００は、マグネット１０３６によってクレードルに保持されることができ、マ
グネット１０３６は、クレードル１０２８に埋め込まれることができる。ワイヤレス装置
１０００はまた、他のマグネット、又はクレードル内のマグネットが引き付けられること
ができる鉄材料などの強磁性体部分１０３８を含むことができる。ワイヤレス装置はまた
、クレードルにワイヤレスヘッドセットを保持する折曲可能なクリップ又は突起などの機
械的手段によってクレードルに保持されることができる。
【００２０】
　図１１ａから図１１ｂに図示されるように、クレードルは、ベルト、シャツのポケット
に留められることができ、又は首の周りにつるすことができるホルダー１１４０を含むこ
とができる。クリップ１１４２は、ホルダーの一体部分であることができ、または例えば
、バネ式レバー（spring loaded lever）を含むことができる。また、ホルダーには、Ｕ
ＳＢプラグにワイヤレスヘッドセットを電気的に接続するために、ＵＳＢプラグを受容す
るためのＵＳＢアダプタなどの電源アダプタ１１４３が設けられることができる。図１１
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ａに図示されるように、電気的な接触部１１２４は、ワイヤレス装置の電気的な接触部（
図３で図示された参照符号３２６）に係合するために、ホルダー１１４０内に設けられる
ことができる。図１１ｂは、電力を提供する、ＵＳＢケーブルなどのケーブル１１４１を
図示し、電源アダプタ１１４３にプラグ接続される。電力を伝達することに加えて、追加
の接触部は、ホスト装置とワイヤレスヘッドセットとの間でデータ転送の目的のために設
けられることができる。
【００２１】
　他の例では、ワイヤレスヘッドセットは、クレードル内に格納され、且つ充電されるこ
とができ、クレードルをホスト装置内のスロット内に挿入されることを可能にすることが
できる形状要因又は構成などの、特徴を有することができる。すなわち、ワイヤレスヘッ
ドセット自身がホスト装置内のスロットの形状要因を呈することができる。
【００２２】
　図１２ａは、図７ａ及び図７ｂに示されたワイヤレスヘッドセットのためのクレードル
１２４４を図示する。クレードル１２４４は、カードの形態である場合がある。カードは
、ホスト装置内のスロットと係合する、又はスロット内に係合する、又は電源を供給する
ためのアダプタによって係合されることが可能である端部にプラグ１２４５を有すること
ができる。図１２ｂに図示されるような、カードは、ホスト装置１２１０内に見つけられ
ることができるスロット１２４１の形状要因を有することができる。図１２ｂに見られる
ことができるように、クレードル１２４２の少なくとも１部の又は全体は、スロット内に
挿入されることができる。ヘッドセットが充電されると、カレードル１２４４は、スロッ
トから取り除かれることができ、装置は、カードから取り除かれることができる。クレー
ドルは、バッテリー充電回路、充電表示器、全体として、ＶＯＩＰ機能性の一部又は全て
を提供することができる通信回路及びメモリを含むことができる。
【００２３】
　図１３ａ及び図１３ｂは、エクスプレスカード（ExpressCard）（登録商標）の特徴を
有するクレードル１３４４を図示する。図示されるように、クレードルは、３４ｍｍの幅
、７５ｍｍの長さ、及び５ｍｍの厚さであり、又は、クレードルは、５４ｍｍの幅、７５
ｍｍの長さ、及び５ｍｍの厚さである。どちらの形状要因でも、付与されたホストスロッ
トを収容するように、２６ピンプラグ又は他のプラグなどのプラグ１３４５を有すること
ができる。クレードルは、格納又は充電、又は格納及び充電の両方のために、ホスト装置
のエクスプレスカードスロット内にプラグ接続することができる。それ故に、ホスト装置
は、エクスプレスカードスロットを通じて、例えばＰＣＩエクスプレス又はＵＳＢ２．０
の両方の接続性をサポートすることができる。
【００２４】
　クレードル１３４４は、凹部１３４６内にワイヤレスヘッドセット１３００を受容する
ことが可能であり、充電のためにワイヤレスヘッドセットに電力を供給することが可能で
ある。図示されるように、クレードルは、複数の電気的な接触部１３２４を含むことがで
き、複数の電気的接触部１３２４は、ワイヤレスヘッドセット内の電気的接触部（図３で
図示された参照符号３２６）を係合することが可能である。さらに、クレードルは、部分
的な底部カバー１３４８を含むことができ、部分的な底部カバー１３４８は、キャリアー
がホスト装置内に挿入される、又はキャリアーがホスト装置から取り除かれる場合に、イ
ヤホンの偶発的な買う点を妨げることができる。イヤホンの一の側部以外において、ワイ
ヤレスヘッドセットは、凹部の残りに露出された状態で維持されることができる。他の方
法の状態では、ワイヤレスヘッドセットは、カードの表面の一部を形成することができる
。また、ワイヤレス装置１３００は、機械的手段を介してクレードル１３４４内に保持さ
れることができる。例えば、保持突起１３５０は、クレードル１３４４の周りの複数の位
置に設けられることができる。
【００２５】
　図１４ａ及び図１４ｂは、クレードル１４４４がＰＣＭＣＩＡカード又はＰＣカードの
特徴を引き受けることができる実施形態を図示し、クレードル１４４４は、ワイヤレスヘ
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ッドセット１４００を収容するようにクレードルに凹部１４４６を有する。ＰＣＭＣＩＡ
カードは、長さ８５．６ｍｍ、幅５４ｍｍ、厚さ５ｍｍである場合がある。ＰＣＭＣＩＡ
カードの端部は、プラグ１４４５を有することができ、プラグ１４４５は、６８ピン以下
のピンを含むことができ、付与されたホスト装置によって要求されることができる。カー
ドは、ホスト装置のＰＣＭＣＩＡスロット内にプラグ接続することができ、プラグはホス
ト装置とワイヤレス装置と間の電気的な接続を提供することができる。
【００２６】
　上記のエクスプレスカードに類似して、ワイヤレスヘッドセットは、機械的突起１４５
０によってＰＣＭＣＩＡクレードルの凹部内に保持されることができる。クレードルは、
部分的な底部カバー１４４８を含むことができ、部分的な底部カバー１４４８は、装置１
４００のイヤホン１４０４に近接して配置され、イヤホンが格納中に又は格納からの取り
外し中に開いた状態で回転することを妨げる。ワイヤレスヘッドセットの残りの部分は、
凹部内に露出された状態のままであり、それ故に、カード表面自体の一部を形成すること
ができる。
【００２７】
　さらに、上記のように、ワイヤレスヘッドセット自体は、カードスロットの形状要因か
らなり、ヘッドセット内に構築された携帯型コンピュータ又は携帯電話を係合するための
プラグを含むことができる。図１５ａ及び図１５ｂに図示されるのは、そのような装置で
あり、ワイヤレスヘッドセット１５００がエクスプレスカードなどのカードの形状要因で
設けられることができる。ワイヤレス装置１５００は、スピーカーを有するイヤホン１５
０４及びアーム１５１４を含むことができる。アームは、カード１５１２の背面からから
外側に回動することができる。図示されるように、アームは、可撓性を有することができ
、且つ複数の方向に回動することができる。凹部１５５２は、イヤホン１５５２及びアー
ム１５１４のために収納するようにカード内に設けられることができ、イヤホン１５５２
及びアーム１５１４は、使用しない場合にワイヤレスヘッドセット内に保持されることが
できる。イヤホン及びアームの保持は、弾性回復のために、機械的手段又は材料の機能に
よってなされる。ワイヤレスヘッドセット１５００は、カードが格納され得る、及び／又
は充電され得るプラグ１５４５によって、ホスト装置に直接的にプラグ接続されることが
できる。
【００２８】
　図１６ａ及び図１６ｂは、第２の実施形態を図示し、ワイヤレスヘッドセット１６００
がカードの形状要因で設けられている。図３に図示された装置に類似して、アーム１６１
４は、ヒンジ接続部１６１６の周りで回動することができる。さらに、この実施形態にお
いて、スピーカー１６０４は、図１５ａ及び図１５ｂに図示されるように、プラグに向け
て回動するよりはむしろ、カードプラグ１６４５から離隔して回動することができる。ま
た、アーム１６１４及びスピーカー１６０４は、装置ハウジング内の凹部１６５２内に格
納されることができる。準拠イヤホンアームを有するヘッドセットが、スピーカー１６０
４とヘッドセットのハウジング１６０１との間に保持力を提供することができ、使用者に
対するヘッドセットの保持を補助することができることは、認識されることができる。そ
のような保持力は、回転軸１６１６又は屈曲アーム１６１４に付与された抵抗によって提
供されることができる。
【００２９】
　図１７ａから図１７ｃに図示されたさらなる例において、ワイヤレス装置１７００は、
ホスト装置１７１０自体に設けられることができる。図示されるようなホスト装置は、携
帯電話である一方、他の装置は、形態音楽プレイヤー、ラップトップ型コンピュータなど
に設けられることができる。例えば、図１７ａに図示されるように、ホスト装置１７１０
は、ワイヤレス装置１７００を受容することができる凹部１７４６をホスト装置内に画定
することができる。
【００３０】
　図１７ｂから図１７ｃに図示される他の例において、クレードル１７４０は、ホスト装
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置１７１０に保持されるように設けられることができる。凹部１７４６は、ワイヤレス装
置１７００を保持するために、クレードル１７４０内に画定されることができる。電力は
、ホスト装置１７１０によってワイヤレス装置１７００によって供給される、又はクレー
ドル１７４０に直接的に供給されることができ、次いで、ホスト装置の電気的な接触部１
７２５及び／又はクレードル１７４０の電気的な接触部１７２４を通じてワイヤレス装置
１７００に、供給されることができる。
【００３１】
　他の実施形態において、図１８に図示されるように、ワイヤレス装置１８００は、クラ
ムシェルケース（clamshell case）などのケース１８６０内に設けられることができる。
ケースは、ワイヤレス装置を収容するように、ケース内に画定された凹部１８４６を有す
ることができる。ケースは、保存型電池及び充電回路などの保存型電源装置を含むことが
できる。ケースは、ケース内に埋め込まれた電力を受容するために、電源アダプタ１８４
３を含むことができる。電力アダプタは、ミニＵＳＢコネクタ又はマイクロＵＳＢコネク
タを含むＵＳＢコネクタ、又は電力又はデータを供給することが可能である他のコネクタ
を受容することが可能である場合がある。それ故に、ワイヤレスヘッドセット及びケース
は、ともに充電されることができ、ワイヤレスヘッドセットは、ホスト装置からのデータ
を受容することができる。ケースは、ヘッドセットのバッテリーが完全充電に到達した場
合に、表示するための表示ライトを含むことができる。完全充電は、最高で２０時間まで
の通話時間を提供することができる。しかしながら、通話時間は、ワイヤレス装置内で使
用されたバッテリーの種類、ホスト装置からのワイヤレス装置の範囲などの要因によって
決定されることを認識しなければならない。
【００３２】
　ホスト装置内のスロット又は凹部に係合しない場合に、ワイヤレスヘッドセットは、ブ
ルートゥース、８０２．１１、ＲＦなどの様々な通信プロトコルをワイヤレスで使用する
ホスト装置と通信することができる。ホスト装置（すなわち、ポータブルコンピュータ又
は携帯電話）は、ワイヤレス装置と通信するための送受信機を含むことができる。クレー
ドルが使用される場合、特に、送受信機がホスト装置の一体型の機能ではない場合に、送
受信機の受信機は、クレードルに組み込まれることができる。スロット内に係合される場
合に、ワイヤレスヘッドセットは、コネクタ、回路、ソフトウェアを組み込むことができ
、別の方法で、ＰＣＭＣＩＡ又はエクスプレスカード又はスロットの他のプロトコルを介
して、ワイヤレスヘッドセットがホスト装置（すなわち、ポータブルコンピュータ又は携
帯電話）と通信することを可能にするように構成されることができる。さらに、装置は、
充電式のバッテリーを含み、スロット内に配置される場合に、再充電することができる。
【００３３】
　他のヘッドセットタイプの装置が、本明細書で熟考されることは、認識されるべきであ
る。例えば、ワイヤレス装置のさらなる例示的な実施形態が、携帯可能なホスト装置又は
小型装置の拡張スロット内に格納し、且つ充電するワイヤレスステレオヘッドセットであ
る。それに応じて、そのようなヘッドセットは、スピーカー及び／又はマイクロフォンを
含むことができる。例えば、図１９ａ及び図１９ｂに図示されるように、ワイヤレス装置
１９００は、展開時に、立体音響のために左右の耳の内側に適合することができる２つの
スピーカー１９５６などの１つ又は複数のスピーカーからなることができる。スピーカー
１９５６は、ペンダントに類似して使用者の胸に置くことができるハウジング１９０１に
配線されることができる。ハウジング１９０１は、ＰＣカード又はエクスプレスカード５
４又はエクスプレスカード３４の形状要因である。
【００３４】
　図１９ｂに図示されるように、格納時に、スピーカー１９５６／配線１９５８は、ハウ
ジング１９０１の内側に引き込まれる、又は巻き取られることができ、ユニット全体がホ
スト装置内で格納し、且つ充電することを可能にする。スピーカー１９５６／配線１９５
８が引き込まれ、格納される場合に、ユニットは、５ｍｍ程度の厚さを測定することがで
き、標準的なカードスロットの他の寸法のすべてに応じる。ベースハウジングは、ワイヤ
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レス無線（例えば、ブルートゥース、８０２．１１、ＲＦなど）及びバッテリーを含むこ
とができる。ヘッドセットは、立体音響を流すように、ホスト装置にリンクすることがで
きる。
【００３５】
　ベースハウジングはまた、ＶＯＩＰ技術を使用するラップトップ型コンピュータと通信
するためのマイクロフォン１９０２を含むことができる。ベースハウジングはまた、ＶＯ
ＩＰソフトウェア、住所録、及び使用者識別データを提供するのに十分なメモリ１９０５
を含むことができる。さらに、メモリは、音楽、文書などの任意のデータを格納するため
に使用されることもできる。ダイヤルパッド又はインターフェース表示器はまた、電話な
どの独立型の機能性を提供するために、存在していることができる。
【００３６】
　上記の開示が、ポータブルコンピュータ及び携帯電話を参照する一方、この技術が、小
型装置、又は配線マネージメントによって引き起こされる混乱が望ましくない卓上型装置
などの他のポータブル装置に転換されることができることは、認識されるべきである。
【００３７】
　先述の説明は、本発明を図示し、且つ本発明を説明するために設けられている。しかし
ながら、上記の説明は、本明細書に添付された請求項に記載の発明の技術的範囲を制限す
るために考慮されるべきではない。
【符号の説明】
【００３８】
　１００　ワイヤレス装置
　１０１　ハウジング
　１０２　マイクロフォン
　１０４　イヤホン
　１０５　スピーカー
　１０６　送受信機
　１０８　情報
　１１０　ホスト装置
　２００　ワイヤレス装置
　２０１　ハウジング
　２０４　スピーカー
　３００　ワイヤレス装置
　３０４　イヤホン
　３１２　裏面
　３１４　アーム
　３１６　ヒンジ接続部
　３２６　電気的な接触部
　４００　ワイヤレス装置
　４０４　スピーカー
　４１４　アーム
　５０１　ハウジング
　５０４　イヤホン
　６００　ワイヤレス装置
　６０１　ハウジング
　６０４　イヤホン
　６０４ａ　薄い部分
　６０４ｂ　厚い部分
　７００　ワイヤレス装置
　７０１　ハウジング
　７０４　イヤホン



(14) JP 2010-503343 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

　７１４　回動アーム
　８００　ワイヤレス装置
　８０１　ハウジング
　８２０　取り外し可能なカバー
　８２２　ショルダーキャップ
　９００　ワイヤレス装置
　９２０　ＵＳＢコネクタ
　９２２　アダプタ
　９２４　電気的な接触部
　１０００　ワイヤレス装置
　１０２８　クレードル
　１０３０　接着剤
　１０３６　マグネット
　１０３８　強磁性体部分
　１１００　ワイヤレス装置
　１１２４　電気的な接触部
　１１４０　ホルダー
　１１４１　ケーブル
　１１４２　クリップ
　１１４３　アダプタ
　１２００　ワイヤレス装置
　１２１０　ホスト装置
　１２４４　カード
　１２４５　プラグ
　１３００　ワイヤレスヘッドセット
　１３２４　電気的な接触部
　１３４４　クレードル
　１３４５　プラグ
　１３４６　凹部
　１３４８　底部カバー
　１３５０　保持突起
　１４００　ワイヤレス装置
　１４０４　イヤホン
　１４４４　クレードル
　１４４５　プラグ
　１４４６　凹部
　１４４８　底部バー
　１４５０　機械的突起
　１５００　ワイヤレスヘッドセット
　１５０４　イヤホン
　１５１２　カード
　１５１４　アーム
　１５４５　プラグ
　１５５２　凹部
　１６００　ワイヤレスヘッドセット
　１６０１　ハウジング
　１６０４　スピーカー
　１６１６　ヒンジ接続部
　１６４５　カードプラグ
　１６５２　凹部
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　１７００　ワイヤレス装置
　１７１０　ホスト装置
　１７２４　電気的な接触部
　１７２５　電気的な接触部
　１７４０　クレードル
　１７４６　凹部
　１８００　ワイヤレスヘッドセット
　１８４３　電源アダプタ
　１８４６　凹部
　１８６０　ケース
　１９００　ワイヤレスヘッドセット
　１９０１　ハウジング
　１９０２　マイクロフォン
　１９０５　メモリ
　１９５６　スピーカー
　１９５８　配線
　Ｌ　長さ
　ｗ　幅
　ｔ　厚さ
　Ｐ　面
　Ａ－Ａ　軸
　Ｂ－Ｂ　軸
　Ｃ－Ｃ　軸
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