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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端及び他端が装着者の左右の耳介の上端近傍の側頭部に弾性力で保持され、中間部が
装着者の後頭部に位置する形状の、ほぼＵ字形状のバンド部と、
　前記バンド部の一端及び他端の近傍の接続位置に接続されて、その接続位置から伸びた
柔軟性を有する弾性体よりなる左右の連結部材と、
　前記連結部材の先端に連結されることで、前記バンド部に吊り下げられた状態で連結さ
れる左右のハウジングと、
　前記左右のハウジングに内蔵されたヘッドホンドライバとを備え、
　前記左右の連結部材は、前記接続位置から装着者の後頭部寄りの位置で円弧を描いて湾
曲して、前記接続位置の近傍の湾曲した部分が前記バンド部の上側になった後に前記バン
ド部の下側に伸びて、その下側に伸びた位置で、装着者の左右の耳介の後方を通過して耳
介のほぼ中央に達する形状とされ、
　前記左右のハウジングは、前記バンド部の上側になった位置の前記連結部材と前記バン
ド部との間の空間で挟むことで収納される
　ヘッドホン装置。
【請求項２】
　請求項１記載のヘッドホン装置において、
　前記ほぼＵ字形状のバンド部の円弧内側の少なくとも一部に緩衝材を配置した
　ヘッドホン装置。
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【請求項３】
　請求項１又は２記載のヘッドホン装置において、
　前記バンド部の中間部に取付けられた筐体と、
　前記筐体内に収納され、前記左右のヘッドホンドライバから出力されるオーディオ信号
を処理するオーディオ信号処理部とを備えたことを特徴とする
　ヘッドホン装置。
【請求項４】
　請求項３記載のヘッドホン装置において、
　前記筐体は、前記バンド部の円弧内側に配置した
　ヘッドホン装置。
【請求項５】
　請求項３記載のヘッドホン装置において、
　前記筐体は、前記バンド部の円弧外側に配置した
　ヘッドホン装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のヘッドホン装置において、
　前記左右のハウジングは、装着者の耳膣介空に水平配置状態で装着されるインナーイヤ
ー方式のヘッドホンとして構成した
　ヘッドホン装置。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のヘッドホン装置において、
前記左右のハウジングは、装着者の耳膣介空に垂直配置状態で装着されるバーチカル方式
のヘッドホンとして構成した
　ヘッドホン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドホン装置に関し、特にバンドを使用するタイプのヘッドホン装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ポータブル型のオーディオ再生機器の普及に伴って、再生機器に接続して使用す
るヘッドホン装置についても、各種形状のものが開発されている。例えば、インナーイヤ
ー型、ネックバンド方式のものなどがある。
【０００３】
　インナーイヤー型のような耳介に直接装着する小型のタイプを別にすると、一般のヘッ
ドホン装置は、なんらかのバンドを備えて、そのバンドの一端と他端に、左右のヘッドホ
ンハウジングを取付けるようにしてある。
【０００４】
　特許文献１には、装着者の後頭部にバンドを配置させる、いわゆるネックバンド方式の
ヘッドホン装置についての記載がある。このようなネックバンド方式のヘッドホン装置と
して構成させることで、機能的に優れていると共に、デザイン的にも優れたものが得られ
る。
【特許文献１】特開２００２－１７６６８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ネックバンド方式の場合、装着者の後頭部にバンドを配置させるので、装着
者の頭部のサイズにより、後頭部とバンドとの間に、隙間ができてしまう問題があった。
この問題を解決するためには、例えばバンドそのものを、装着者の頭部のサイズに応じて



(3) JP 4730002 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

伸縮できる構成とすることが考えられるが、そのような伸縮自在な構成とすると、それだ
けバンドそのものの構成が複雑化する問題があった。
【０００６】
　また、ネックバンド方式の場合、重量バランスを考えると、バンドそのものはあまり重
量が加わってなく、バンドの両端のヘッドホンハウジングが配置された位置に重心があり
、バンドそのものは浮き上がり易い傾向にあり、あまり重量バランスが良いとは言えない
問題があった。
【０００７】
　本発明の目的は、装着者の頭部のサイズに係わらずジャストフィットするヘッドホン装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のヘッドホン装置は、一端及び他端が装着者の左右の耳介の上端近傍の側頭部に
弾性力で保持され、中間部が装着者の後頭部に位置する形状の、ほぼＵ字形状のバンド部
と、バンド部の一端及び他端の近傍に接続され、その接続位置から伸びた柔軟性を有する
弾性体よりなる左右の連結部材と、連結部材の先端に連結されることで、バンド部に吊り
下げられた状態で連結される左右のハウジングと、左右のハウジングに内蔵されたヘッド
ホンドライバとを備えたものである。左右の連結部材は、バンド部との接続位置から装着
者の後頭部寄りの位置で円弧を描いて湾曲して、その接続位置の近傍の湾曲した部分がバ
ンド部の上側になった後にバンド部の下側に伸びて、その下側に伸びた位置で、装着者の
左右の耳介の後方を通過して耳介のほぼ中央に達する形状とされ、左右のハウジングは、
バンド部の上側になった位置の連結部材とバンド部との間の空間で挟むことで収納される
ようにした。
【０００９】
　かかる構成としたことで、バンド部が、装着者の左右の耳介の上端近傍の側頭部に保持
された状態で、そのバンド部に吊り下げられたヘッドホンハウジングを左右の耳介に装着
することで、バンド部を装着者の頭部の形状に合わせてジャストフィットさせた状態で、
装着させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、バンド部を装着者の頭部の形状に合わせてジャストフィットさせた状
態で、装着させることができ、装着者の頭部のサイズに係わらず良好な装着状態が得られ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施の形態を、図１～図５を参照して説明する。
【００１２】
　図１は、本例のヘッドホン装置を側面から見た斜視図であり、図２は後方側から示す斜
視図であり、図３は底面側から示す平面図である。これらの図１～図３に示すように、本
例のヘッドホン装置１０は、バンド部１１を備え、そのバンド部１１の一端寄り及び他端
寄りに、ドライバユニットが内蔵されたヘッドホンハウジング３０Ｌ，３０Ｒが取付けら
れる構成としてある。バンド部１１としては、一端及び他端の先端部１１ａ，１１ｂが装
着者の左右の耳介の上端近傍の側頭部に保持され、中間部（中央部１１ｃ）が装着者の後
頭部に位置する形状の、ほぼＵ字形状としてある。そのＵ字形状となったバンド部１１を
構成する部材は、ある程度の弾性力を持った部材としてあり、装着時にはその弾性力で頭
部に保持されるようにしてある。また、バンド部１１の先端部１１ａ，１１ｂから若干内
側に入った位置で、バンドを多少山なりに湾曲させてある。
【００１３】
　バンド部１１の先端部１１ａ及び１１ｂの表面には、クッション部材１２及び１３が取
付けてある。このクッション部材１２及び１３は、装着時に装着者の側頭部と接触する部
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分の接触状態を良好にするためのものである。クッション部材１２及び１３の内側には、
バンド部１１の長手方向と直交する方向に、溝１２ａ，１３ａを縦に連続して複数配置し
てあり、装着時の滑り止めとして機能するようにしてある。
【００１４】
　そして、バンド部１１の先端部１１ａ及び１１ｂの近傍には、ハウジング連結部材２０
Ｌ，２０Ｒが配置してある。このハウジング連結部材２０Ｌ，２０Ｒは、例えば柔軟性を
有する樹脂部品などで構成させてあり、図１、図２に示すように、先端部１１ａ及び１１
ｂとの接続部２１Ｌ，２１Ｒから円弧を描くように湾曲した形状に吊り下げられた状態に
取付けてある。ハウジング連結部材２０Ｌ，２０Ｒの湾曲状態については、若干調整でき
るようにしてあり、装着者の耳の位置にあわせることができるようにしてある。
【００１５】
　各ハウジング連結部材２０Ｌ，２０Ｒの先端には、ヘッドホンハウジング３０Ｌ，３０
Ｒが取付けてあり、それぞれのヘッドホンハウジング３０Ｌ，３０Ｒ内にドライバユニッ
ト３１Ｌ，３１Ｒが内蔵させてある。ドライバユニット３１Ｌ，３１Ｒから出力されるオ
ーディオ信号は、イヤーピース３２Ｌ，３２Ｒを介して外部に出力され、イヤーピース３
２Ｌ，３２Ｒが装着された耳で聞き取れる。
【００１６】
　そして、本例のヘッドホン装置１０は、バンド部１１の中央部１１ｃに、樹脂などで成
型された筐体４０を取付けてある。ここでは、バンド部１１の中央部１１ｃに筐体接続部
材１４を取付けてあり、筐体４０内にオーディオ信号処理を行う回路などを内蔵させてあ
る。筐体接続部材１４についてもクッション性がある素材で構成させてもよい。
【００１７】
　本例の筐体４０は、横長形状としてあり、オーディオデータを記憶するメモリや、その
メモリから再生させたデータをヘッドホンドライバに供給するための処理が行われる。本
例の場合には、筐体４０に、オーディオ再生操作などを行うためのキー４１や、再生状態
などを表示するための表示部４２が配置してある。なお、図１～図３の図には示していな
いが、バンド部１１やハウジング連結部材２０Ｌ，２０Ｒの内部には、オーディオ信号線
が内蔵させてあり、筐体４０内から出力されたオーディオ信号を、ヘッドホンハウジング
３０Ｌ，３０Ｒ内のドライバユニット３１Ｌ，３１Ｒに供給するようにしてある。
【００１８】
　図４は、本例のヘッドホン装置の内部構成例を示した図である。筐体４０内には、オー
ディオデータなどを記憶するメモリ４４を備え、制御部４３の制御で、記憶したオーディ
オデータが読み出される。メモリ４４としては、内蔵型のメモリの他に、カード型メモリ
として着脱自在に構成してもよい。メモリ４４が出力するオーディオデータは、オーディ
オ信号処理部４５に供給し、制御部４３の制御で、再生用のオーディオ処理を実行させる
。
【００１９】
　オーディオ信号処理部４５で処理されたオーディオデータは、デジタル／アナログ変換
器４６に供給してアナログオーディオ信号に変換した後、左右のチャンネル毎にアンプ４
７Ｌ，４７Ｒに供給して、ヘッドホンドライバ駆動用に増幅し、その増幅出力を左右のヘ
ッドホンハウジング３０Ｌ，３０Ｒ内のドライバユニット３１Ｌ，３１Ｒに供給して出力
させる。なお、筐体４０内には、各部を作動させる電力を供給するバッテリ４８（２次電
池又は一次電池）が内蔵させてある。
【００２０】
　図５は、本例のヘッドホン装置の装着状態の例を示した図である。本例のヘッドホン装
置は、装着者の頭部のサイズに大小があっても、ジャストフィットする形状である。即ち
、図５（Ａ）は、頭部が比較的小さい人が装着させた例であり、図５（Ｂ）は、頭部が比
較的大きい人が装着させた例である。これらの図に示すように、バンド部１１を後頭部側
から耳介の上端と側頭部との間の隙間を通過させるように装着した上で、各ヘッドホンハ
ウジング３０Ｌ，３０Ｒに取付けられたイヤーピース３２Ｌ，３２Ｒを耳に装着する。
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【００２１】
　ここで、図５（Ａ）に示すように、頭部のサイズが小さい人が装着した場合には、バン
ド部１１の端部１１ａ，１１ｂが耳介から突出する長さが長くなる。また、図５（Ｂ）に
示すように、頭部のサイズが大きい人が装着した場合には、バンド部１１の端部１１ａ，
１１ｂが耳介から突出する長さが短くなる。その突出長の違いがあるために、ハウジング
連結部材２０Ｌ，２０Ｒの湾曲状態が両者で多少変化している。このように、バンド部１
１の端部１１ａ，１１ｂが耳介から突出する長さの変化で、頭部のサイズの違いを吸収で
き、バンド部１１そのものには特にサイズ調整機構を設けなくても、後頭部とバンド部１
１との間に大きな隙間が発生することがない。
【００２２】
　そして、いずれの装着状態でも、図５（Ａ），（Ｂ）に示すように、バンド部１１の中
央部１１ｃの外側に、筐体４０が取付けてあり、この筐体４０が持つ重量のために、バン
ド中央部１１ｃが下側に引き下げられた状態となり、バンド中央部１１ｃが装着者の後頭
部と接触した状態となり、ヘッドホン装置として装着時の位置が定まり易い。
【００２３】
　即ち、本例のヘッドホン装置１０は、装着時の安定が良く、階段の上り下りや物を拾う
動作等でもずれ落ちる心配の少ない装着ができる。しかも、煩雑な調整機構が必要無く、
簡単に構成できる。また、電源や回路部品が搭載された基板を、中央部の筐体に配置した
ことで、その後頭部に密着配置できる形状にでき、バランスが良い商品を実現出来る。ま
た、バンドの調整機構を設けなくても、頭の大小に関わらずバンドが常に後頭部に近接し
て配置されるために、電源・回路の重さを感じ難い効果を有する。また長い髪の下にバン
ドを入れて装着しても髪の毛が持ち上げられる事が無く、壁や枕に寄り掛かってもずれる
事が無く、安定して装着でき快適である。
【００２４】
　さらに、筐体４０内に各回路部品などを内蔵させたことで、電源や回路部品を左右のハ
ウジング部に分割配置する必要がなく、スペースの有効活用が出来、左右の片側に回路基
板、反対側に電源を配置するような構成とする必要がない。このため、電源とオーディオ
信号を各々反対側のハウジングまでバンドを経由して交差させて配線する必要もなく、配
線が簡単で左右の重量バランスも合わせることが出来、装着感が向上する。
【００２５】
　図６は、本例のヘッドホン装置１０を収納する際の状態の例を示した図である。この例
では、各ヘッドホンハウジング３０Ｌ，３０Ｒを持ち上げて、各ハウジング連結部材２０
Ｌ，２０Ｒと、バンド部１１の端部１１ａ，１１ｂとの間で形成される空間２３Ｌ，２３
Ｒで挟ませて、その位置で保持させるようにした例である。このようにして収納させるこ
とで、このヘッドホン装置１０を持ち運ぶ際に、各ヘッドホンハウジング３０Ｌ，３０Ｒ
の位置が定まり、良好に収納される。なお、この図６の例では、単純に各ヘッドホンハウ
ジング３０Ｌ，３０Ｒを挟ませるようにして保持させるだけとした例であるが、例えば、
このような配置位置としたときに、空間２３Ｌ，２３Ｒの近傍のバンド部１１などが、ハ
ウジング３０Ｌ，３０Ｒと密着する形状として、その保持状態が積極的に維持される形状
としてもよい。
【００２６】
　なお、図４に示した筐体４０内に配置する回路構成については一例を示したものであり
、その他のオーディオ信号処理回路を内蔵させてもよい。例えば、無線通信機能を内蔵さ
せて、その無線通信機能で受信したオーディオ信号をドライバユニット３１Ｌ，３１Ｒか
ら出力させる構成としてもよい。また、図１～図３の例では、筐体４０そのものを、バン
ド部１１の外側に配置する取付け状態としたが、バンド部１１の中央部１１ｃの内側に配
置してもよい。但し、装着時に邪魔にならない形状とする必要がある。或いは、バンド部
１１そのものの中央部１１ｃなどを若干大きくして、オーディオ信号処理回路などを内蔵
させる構成としてもよい。
【００２７】
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　或いはまた、オーディオ信号処理回路などを備えた筐体がない形状として、通常のヘッ
ドホンコードを取付けて、そのコードで外部のオーディオ再生機器などと接続されるヘッ
ドホン装置として構成させてもよい。
【００２８】
　図７に示したヘッドホン装置は、筐体を設けない場合の構成例である。この例では、ヘ
ッドホン装置１０′として、バンド部１１の中央部１１ｃに、クッション部材１５だけを
取付けてあり、ヘッドホンハウジング３０Ｌ，３０Ｒの連結部材２５Ｌ，２５Ｒの形状に
ついても、図１～図３の例とは別の例としてある。連結部材２５Ｌ，２５Ｒの端部は、バ
ンド部１１の端部１１ａ，１１ｂと接続させてあるが、この例では、バンド部１１の端部
１１ａ，１１ｂから、逆方向（装着者の手前方向）に伸びるように湾曲させた例としてあ
る。このような形状のヘッドホン装置１０′によっても、図１～図５の例のヘッドホン装
置１０と同様な装着ができる。なお、図７の例の場合、筐体が設けてないが、装着時の重
量バランスをとるために、中央部１１ｃのクッション部材１５の位置に、何らかの錘を内
蔵させてもよい。
【００２９】
　また、図１～図５の例のヘッドホン装置１０の場合には、イヤーピースが耳に装着され
る形状のヘッドホンとしたが、その他の装着方式のヘッドホン装置にも適用可能である。
例えば、図８に示したヘッドホン装置１０の場合には、オーディオ出力面が装着者の耳に
対して垂直な状態で装着される、いわゆるバーチカル方式のヘッドホン装置とした例であ
る。この場合には、ハウジング連結部材２０Ｌ′，２０Ｒ′で連結されるヘッドホンハウ
ジング５０Ｌ，５０Ｒとして、オーディオ出力面が装着者の後方を向いた形状としてある
。また、図示はしないが、オープンエアタイプのドライバなどの比較的大型のドライブを
備えたハウジングを取付けるようにしてもよい。
【００３０】
　また、ここまで説明した構成のヘッドホン装置の場合には、ハウジング連結部材そのも
のの湾曲で、装着時のサイズの違いを吸収する構成としたが、バンド部に対するハウジン
グ連結部材の取付け位置がアジャストできる形状としてもよい。例えば図９に示すように
、ヘッドホン装置１０″として、バンド部１１に取付けられるハウジング連結部材６１Ｌ
，６１Ｒが、図９に矢印ａで示すようにバンドに沿って移動できる構成とする。そして、
そのハウジング連結部材６１Ｌ，６１Ｒとケーブル６２Ｌ，６２Ｒを介してヘッドホンハ
ウジング６３Ｌ，６３Ｒを取付け、そのハウジング６３Ｌ，６３Ｒに取付けられたイヤー
ピース６４Ｌ，６４Ｒを装着する構成とする。
【００３１】
　このようにアジャストできる形状とした場合にも、良好な装着状態が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施の形態による構成例を側面側から示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施の形態による構成例を後方側から示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施の形態による構成例を底面側から示す平面図である。
【図４】本発明の一実施の形態による内部例を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施の形態による装着例を示した説明図である。
【図６】本発明の一実施の形態の変形例（ハウジングを収納できる例）を示す斜視図であ
る。
【図７】本発明の一実施の形態の変形例（連結部材を別形状とした例）を示す斜視図であ
る。
【図８】本発明の一実施の形態の変形例（ハウジングを垂直配置した例）を示す斜視図で
ある。
【図９】本発明の他の実施の形態による構成例（アジャストできる例）を示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
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【００３３】
　１０，１０′，１０″…ヘッドホン装置、１１…バンド部、１１ａ，１１ｂ…バンド先
端部、１１ｃ…バンド中央部、１２，１３…クッション部材、１４…筐体接続部材、２０
Ｌ，２０Ｒ…ハウジング連結部材、２１Ｌ，２１Ｒ…バンド接続部、２２Ｌ，２２Ｒ…ハ
ウジング接続部、３０Ｌ，３０Ｒ…ヘッドホンハウジング、３１Ｌ，３１Ｒ…ドライバユ
ニット、３２Ｌ，３２Ｒ…イヤーピース、４０…筐体、４１…キー、４２…表示部、４３
…制御部、４４…メモリ、４５…オーディオ信号処理部、４６…デジタル／アナログ変換
器、４７Ｌ，４７Ｒ…アンプ、４８…バッテリ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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