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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　市販のイヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）を固定するための永久磁石（
２）の使用方法であって、
上記永久磁石が、所定の固定位置において、衣類及び／または装具の外側または内側に固
定式に設けられており、
上記イヤホーンまたは小型マイクが、
それぞれのイヤホーンまたは小型マイクに付加的に設けられ、上記衣類及び／または装具
における固定の役目を果たす、フック、クリップ要素、固定ハンガー、固定板、固定マグ
ネットのような如何なる固定装置も装備してなく、従って、
イヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）が、
それぞれのイヤホーンおよびそれぞれの小型マイクに内在する、自身の永久磁石の磁気的
な性質だけで、
イヤホーン及び／または小型マイクの相対的に僅かな自重に基づいて、
それぞれの衣類及び／または装具に、そこに設けられた上記永久磁石（２）の領域におい
て、確実に力一体的に固定されること、
それに加えて、イヤホーンコード及び／または小型マイクコードにおける非常に強い張力
の際に、この張力が上記磁気的な保持力に打ち勝つというやり方で、同時の、緊急解除機
能を有する過負荷安全性が実現されていること、
永久磁石（２）に、一つまたは多数の磁極板（５）が設けられており、これら磁極板が永
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久磁石（２）との協働でマグネットシステム（６）を形成すること、
永久磁石（２）だけが、またはこの永久磁石（２）および磁極板（５）から形成されたマ
グネットシステム（６）が、
密封された状態に密閉して、プラスチックス（３）内に溶接または鋳込みされており、且
つ、このようにして、付着システム（１）を形成すること、
それぞれの衣類及び／または装具に、イヤホーン（９）または小型マイク（１６）のため
の意図された固定領域において、
永久磁石（２）、マグネットシステム（６）または付着システム（１）が、
単独で、またはイヤホーン（９）または小型マイク（１６）のための位置決め部材（８）
と協働で、
衣類及び／または装具の織物の内に、プラスチックス（３）、例えばポリウレタン発泡体
によって成形されていること、
その際、上記マグネットシステム（６）が、これらマグネットシステムの固定に際に、衣
類及び／または装具に密封された状態で鋳込みされ、且つ同時に、固定周縁を有する位置
決め部材（８）として周囲を変形されること、
上記位置決め部材（８）の配設が、装着されるイヤホーン及び／または小型マイクの滑り
落ちを妨げること、
を特徴とする、上記永久磁石（２）の使用方法。
【請求項２】
　市販のイヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）を固定するための永久磁石（
２）の使用方法であって、
上記永久磁石が、所定の固定位置において、衣類及び／または装具の外側または内側に固
定式に設けられており、
上記イヤホーンまたは小型マイクが、
それぞれのイヤホーンまたは小型マイクに付加的に設けられ、上記衣類及び／または装具
における固定の役目を果たす、フック、クリップ要素、固定ハンガー、固定板、固定マグ
ネットのような如何なる固定装置も装備してなく、従って、
イヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）が、
それぞれのイヤホーンおよびそれぞれの小型マイクに内在する、自身の永久磁石の磁気的
な性質だけで、
イヤホーン及び／または小型マイクの相対的に僅かな自重に基づいて、
それぞれの衣類及び／または装具に、そこに設けられた上記永久磁石（２）の領域におい
て、確実に力一体的に固定されること、
それに加えて、イヤホーンコード及び／または小型マイクコードにおける非常に強い張力
の際に、この張力が上記磁気的な保持力に打ち勝つというやり方で、同時の、緊急解除機
能を有する過負荷安全性が実現されていること、
永久磁石（２）に、一つまたは多数の磁極板（５）が設けられており、これら磁極板が永
久磁石（２）との協働でマグネットシステム（６）を形成すること、
永久磁石（２）だけが、またはこの永久磁石（２）および磁極板（５）から形成されたマ
グネットシステム（６）が、
密封された状態に密閉して、プラスチックス（３）内に溶接または鋳込みされており、且
つ、このようにして、付着システム（１）を形成すること、
付着システム（１）のプラスチックス（３）が、マグネットシステム（６）または永久磁
石（２）を、固定縁部（４）の様式で覆うことを特徴とする上記永久磁石（２）の使用方
法。
【請求項３】
　市販のイヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）を固定するための永久磁石（
２）の使用方法であって、
上記永久磁石が、所定の固定位置において、衣類及び／または装具の外側または内側に固
定式に設けられており、
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上記イヤホーンまたは小型マイクが、
それぞれのイヤホーンまたは小型マイクに付加的に設けられ、上記衣類及び／または装具
における固定の役目を果たす、フック、クリップ要素、固定ハンガー、固定板、固定マグ
ネットのような如何なる固定装置も装備してなく、従って、
イヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）が、
それぞれのイヤホーンおよびそれぞれの小型マイクに内在する、自身の永久磁石の磁気的
な性質だけで、
イヤホーン及び／または小型マイクの相対的に僅かな自重に基づいて、
それぞれの衣類及び／または装具に、そこに設けられた上記永久磁石（２）の領域におい
て、確実に力一体的に固定されること、
それに加えて、イヤホーンコード及び／または小型マイクコードにおける非常に強い張力
の際に、この張力が上記磁気的な保持力に打ち勝つというやり方で、同時の、緊急解除機
能を有する過負荷安全性が実現されていること、
永久磁石（２）に、一つまたは多数の磁極板（５）が設けられており、これら磁極板が永
久磁石（２）との協働でマグネットシステム（６）を形成すること、
永久磁石（２）だけが、またはこの永久磁石（２）および磁極板（５）から形成されたマ
グネットシステム（６）が、
密封された状態に密閉して、プラスチックス（３）内に溶接または鋳込みされており、且
つ、このようにして、付着システム（１）を形成すること、
上記マグネットシステム（６）の「目に見えない」配設の可能性を実現するために、
永久磁石（２）、マグネットシステム（６）、または付着システム（１）が、
それぞれの衣類及び／または装具の小さなポケット（１３）内に差込まれ、縫い付けられ
／上に貼付けられ、縫い込まれ／中に貼付けられており、または取外し可能に、例えばマ
ジックテープ（Ｒ）を用いて、それぞれの衣類及び／または装具と結合されることを特徴
とする上記永久磁石（２）の使用方法。
【請求項４】
　市販のイヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）を固定するための永久磁石（
２）の使用方法であって、
上記永久磁石が、所定の固定位置において、衣類及び／または装具の外側または内側に固
定式に設けられており、
上記イヤホーンまたは小型マイクが、
それぞれのイヤホーンまたは小型マイクに付加的に設けられ、上記衣類及び／または装具
における固定の役目を果たす、フック、クリップ要素、固定ハンガー、固定板、固定マグ
ネットのような如何なる固定装置も装備してなく、従って、
イヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）が、
それぞれのイヤホーンおよびそれぞれの小型マイクに内在する、自身の永久磁石の磁気的
な性質だけで、
イヤホーン及び／または小型マイクの相対的に僅かな自重に基づいて、
それぞれの衣類及び／または装具に、そこに設けられた上記永久磁石（２）の領域におい
て、確実に力一体的に固定されること、
永久磁石（２）に、一つまたは多数の磁極板（５）が設けられており、これら磁極板が永
久磁石（２）との協働でマグネットシステム（６）を形成すること、
永久磁石（２）だけが、またはこの永久磁石（２）および磁極板（５）から形成されたマ
グネットシステム（６）が、
密封された状態に密閉して、プラスチックス（３）内に溶接または鋳込みされており、且
つ、このようにして、付着システム（１）を形成すること、
付着システム（１）のプラスチックス（３）が、マグネットシステム（６）または永久磁
石（２）を、固定縁部（４）の様式で覆うこと、
付着システム（１）に、イヤホーン（９）及び／または小型マイク（１６）の形状一体的
な固定のための係止フック（７）が形成されていることを特徴とする上記永久磁石（２）



(4) JP 4761687 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、イヤホーン及び／または小型マイクを固定するための永久磁石（２）の使用
方法に関する。
【０００２】
　ヘッドホーン、イヤホーン、もしくはイヤホーン小型マイク複合体、および小型マイク
の使用は、大抵、携帯電話機、無線通信機、ウオークマン（登録商標）、ディスクマン（
登録商標）、ディクタホーン、等の使用との組み合わせにおいて必要になる。一部におい
て、このイヤホーンは、その際自体共通に、小型マイクを有する弓形状のヘッドホーンに
、ヘッドセットとして組み合わされている。しかしながら、レジャー分野において、これ
らヘッドアームを備えるヘッドセットは、これらヘッドセットの比較的大きな持ち運び容
積に基づいて、ほとんど使用できない。従って、大抵、非常に僅かの持ち運び容積を持つ
小型のマイクおよび付加的なイヤホーン、並びに、部分的にまた導線コードに一体にされ
た小型マイクを有するイヤホーンが、レジャー分野においては、有利である。
【０００３】
　公知技術において、種々のイヤホーン用のイヤーフックが周知であり、これらイヤーフ
ックは、例えばドイツ連邦共和国特許第１９７　００　６７０号明細書において記載され
ているように、特別に、耳からイヤホーンの引抜きを、故意でないイヤホーン導線コード
の引っ張り負荷において防止すべきである。他の実施形態において、これらイヤホーンは
、ドイツ連邦共和国特許公開第３６３２　１２５号明細書において記載されているように
、ヘアバンドの閉鎖可能なポケット内に格納される。これら固定の実施形において、常に
付加的に、イヤホーンのために、他の付属部材を持ち運ばねばならない。
【０００４】
　公知技術における、例えば特開平９－１５４１９６号明細書または特開平１０－５１８
７７号明細書に記載されているイヤホーンコードのためのコードリールの場合も、同じよ
うな状況である。不可避な、これらコードリールにより引き起こされる、比較的に大きな
持ち運び容積および構造容積と並んで、このイヤホーンを取外した後、このコードのコー
ドリールへの巻き上げも、常に付加的な手間隙を伴わされている。
【０００５】
　故意でないイヤホーン導線コードの引っ張り負荷、およびこれに伴い耳からイヤホーン
の引抜きを防止するために、特にレジャー活動において、大抵、それぞれの本体機器と結
合されているイヤホーンコードは、衣服の下に配置される。この非常にしばしば実地に適
用される実施形の基本的な欠点は、特に、これらイヤホーンが、例えば、買い物の間じゅ
う、または会話の間じゅう、中期間、耳から取外されるべき場合に明瞭になる。そのよう
な場合に、これらイヤホーンは、このイヤホーンのコードによって、自由に、衣類の表面
に沿って垂れ下がる。物体または人のかたわらを通り過ぎる際に、この自由な垂れ下がる
イヤホーンは、容易に挟み込まれ、引っ掛かり、またはそれどころか、ちぎれることとな
る。
【０００６】
　この様式の故意でない自由な、イヤホーンの垂れ下がりは、例えばＪＰ１３９９９１に
おいて記載されている、一体にされたクリップを有するイヤホーンによって、回避される
べきである。この実施形態によって、このイヤホーンは、このイヤホーンと強固に結合さ
れた「ワニクリップ」を用いて、使用の後、例えば、それぞれのシャツ、それぞれのブラ
ウス、またはそれぞれのその他の衣類及び装具に留められる。しかしながら、この固定装
置の本質的な欠点は、イヤホーンのそれぞれと強固に固定されたワニクリップが、一方で
は構造容積を、しかも特に同時にそれぞれのイヤホーンの自重をも、著しく増大する点に
ある。
特開平０７－１３１８７７号明細書から、更に、マイクロホンを有するイヤホーンが公知
であり、このイヤホーンの場合、このイヤホーンハウジングに、弾性的に変形可能な固定
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クリップが附設して形成されている。
更に、英国特許出願公開第２　１８６　６２５号明細書から、常に２つの、互いに協働す
る固定部材から成る、永久磁石製の止金具が公知であり、この止金具の両方の互いに協働
する固定部材が、２つの異なる対象／構造部材に装着されており、従って、これら両方の
対象／構造部材が、この英国特許出願公開第２　１８６　６２５号明細書内において前記
された永久磁石製止金具を用いて互いに結合され得る。
【０００７】
　本発明の根底にある課題は、この公知技術の前記の欠点を解消すること、および、特に
、何年か前から製造されたイヤホーン及び／または小型マイクの構造様式すらの、確実な
、簡単に取扱い可能な、正確に位置決め可能な、コストの安い、最適な固定を、開発する
ことであり、この使用方法は、これらイヤホーン及び／または小型マイクの持ち運び重量
も構造容積も増大せず、それに加え、衣類及び装具における適当な位置決め状態において
、しかもそのうえ装着された状態における使用を可能にし、並びに、（特別な構造様式を
除いて）イヤホーン及び／または小型マイクにおける強い張力の際の、緊急解除機能を有
する過負荷安全性を保証する。
【０００８】
　この課題は本発明に従い、
市販のイヤホーン及び／または小型マイクを固定するための永久磁石の使用方法であって
、
上記永久磁石が、所定の固定位置において、衣類及び／または装具の外側または内側に固
定式に設けられており、
上記イヤホーンまたは小型マイクが、
それぞれのイヤホーンまたは小型マイクに付加的に設けられ、上記衣類及び／または装具
における固定の役目を果たす、フック、クリップ要素、固定ハンガー、固定板、固定マグ
ネットのような如何なる固定装置も装備してなく、従って、
イヤホーン及び／または小型マイクが、
それぞれのイヤホーンおよびそれぞれの小型マイクに内在する、自身の永久磁石の磁気的
な性質だけで、
イヤホーン及び／または小型マイクの相対的に僅かな自重に基づいて、
それぞれの衣類及び／または装具に、そこに設けられた上記永久磁石の領域において、確
実に力一体的に固定されること、
それに加えて、イヤホーンコード及び／または小型マイクコードにおける非常に強い張力
の際に、この張力が上記磁気的な保持力に打ち勝つというやり方で、同時の、緊急解除機
能を有する過負荷安全性が実現されていること、
永久磁石に、一つまたは多数の磁極板が設けられており、これら磁極板が永久磁石との協
働でマグネットシステムを形成すること、
永久磁石だけが、またはこの永久磁石および磁極板から形成されたマグネットシステムが
、
密封された状態に密閉して、プラスチックス内に溶接または鋳込みされており、且つ、こ
のようにして、付着システムを形成すること、
それぞれの衣類及び／または装具に、イヤホーンまたは小型マイクのための意図された固
定領域において、
永久磁石、マグネットシステムまたは付着システムが、
単独で、またはイヤホーンまたは小型マイクのための位置決め部材と協働で、
衣類及び／または装具の織物の内に、プラスチックス、例えばポリウレタン発泡体によっ
て成形されていること、
その際、上記マグネットシステムが、これらマグネットシステムの固定に際に、衣類及び
／または装具に密封された状態で鋳込みされ、且つ同時に、固定周縁を有する位置決め部
材として周囲を変形されること、
上記位置決め部材の配設が、装着されるイヤホーン及び／または小型マイクの滑り落ちを
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妨げることによって解決される。
【０００９】
　予想外に、もっぱら機能的、技術的に限定された、それぞれのイヤホーンおよびそれぞ
れの小型マイクに内在する磁気的な性質だけで、イヤホーン及び／または小型マイクの相
対的に僅かな自重に基づいて、それぞれの衣類及び／または装具に、本発明によりそこに
設けられた永久磁石の領域において、確実な力一体的な、それらの導線コードを有するイ
ヤホーン及び／または小型マイクの固定を実現する。
【００１０】
　このような本発明による、イヤホーン及び／または小型マイクを固定するための永久磁
石（２）の使用方法の利点は、明瞭である。何故ならば、この本発明による固定の解決策
において、これらイヤホーン及び／または小型マイクの持ち運び重量も構造容積も、信号
伝送のために必要な付属品の持ち運び重量も構造容積も増大される必要がないからである
。更に、本発明による解決策は、何年か前から製造されたイヤホーン及び／または小型マ
イクの構造様式すらの確実な位置決めを、それぞれに本発明により備え付けられた衣類及
び／または装具において可能にする。
【００１１】
　本発明による使用方法を用いて、現今市販のイヤホーン及び／または小型マイクの構造
様式のほぼ全ての構造様式を、常に簡単に取扱い可能に、最適に、安いコストで、確実に
、且つ正確に位置決め可能に、本発明により備え付けられた衣類及び／または装具に装着
することは、初めて可能になる。
【００１２】
　それに加えて、本発明による使用方法は、イヤホーンコード及び／または小型マイクコ
ードにおける非常に強い張力の際に、同時の、緊急解除機能を有する過負荷安全性を実現
する。何故ならば、例えばコードにおける引張り負荷の結果として、装着されたイヤホー
ン及び／またはマイクの機能構造部品の破壊の事態になることなく、極度の引張り負荷及
び／またはせん断負荷において、本発明による保持装置の磁気的な保持力に打ち勝つから
である。
【００１３】
　同様に、公認された研究所における実施された一連の実験は、本発明による固定が、装
着されたイヤホーン及び／またはマイクの音響品質に何の影響力も持っていないこと、お
よび、例えば、胸部において本発明により装着されたマイク、および帽子の縁部において
本発明により固定されたイヤホーンが、同様に装着された状態において、その使用目的に
相応して使用され得ることを示した。
【００１４】
　更に、永久磁石２に、一つまたは多数の磁極板５が設けられており、これら磁極板が永
久磁石２との協働でマグネットシステム６を形成することは、特徴的である。このような
、例えばＳｔ３７から成る鉄の磁極板は、凸レンズ作用と同様に、永久磁石の広く散乱し
た磁界を集中する。これによって、イヤホーン及び／または小型マイクのための非常に著
しい吸着力増大が、本発明による固定部材において形成され、この吸着力増大は、比較的
に弱い磁界を有する永久磁石も、本発明により使用することを可能にする。同時に、本発
明による磁極板５は、それに加えて、永久磁石２の非常に基本的な機械的な安定を実現す
る。特に、比較的に壁の薄い、例えば板状の永久磁石において、磁極板は、同時に、機械
的な永久磁石の安定を実現し、且つ従って、基本的な、曲げ強度の増大を実現する。磁極
板は、本発明により使用された永久磁石の機械的な過負荷を、機械的な曲げ応力または衝
撃応力において回避し、従って、例えば衣類の洗濯や洗濯物の脱水の間じゅうも、本発明
により使用された永久磁石は、損傷を与えられない。
【００１５】
　本発明の基本的な事項は、永久磁石２、またはこの永久磁石２および磁極板５から形成
されたマグネットシステム６が、密封された状態に密閉して、プラスチックス３内に溶接
または鋳込みされており、且つ、このようにして、付着システム１を形成することである
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。この密封された状態に密閉したプラスチックスカプセルは、この永久磁石の、付加的な
機械的な安定を、しかし同時に化学的な安定をも実現し、従って、この永久磁石は、例え
ば本発明により備え付けられた衣類の洗濯の間じゅう、例えば洗濯において生じる機械的
な及び／または化学的な作用によって、損傷を与えられず、または腐食しない。
【００１６】
　更に、付着システム１のプラスチックス３が、マグネットシステム６または永久磁石２
を、固定縁部４の様式で覆うことは、特徴的である。この、有利には、覆われた永久磁石
２または覆われたマグネットシステム６に比べて、この固定縁部の肉厚において、薄く寸
法取りされた固定縁部は、固定板の添い縫いまたは縫い付けを、それぞれの衣類及び／ま
たは装具の下へ、またはこれらの上に可能にする。
【００１７】
　更に、永久磁石２、マグネットシステム６、または付着システム１が、それぞれの衣類
及び／または装具の小さなポケット１３内に差込まれ、縫い付けられ／上に貼付けられ、
縫い込まれ／中に貼付けられており、または取外し可能に、例えばマジックテープ（登録
商標）を用いて、それぞれの衣類及び／または装具と結合されることは、基本的である。
本発明による使用方法の、衣類及び／または装具との「取外し可能でない」結合可能性と
並んで、「取外し可能な」結合は、これらの破壊または腐食現象、およびこれらに伴う損
傷を回避するために、特に、常に、一方では継続生産品の全ての衣類が、本発明による使
用方法を備え付けられるべきでない場合、または、他方では被覆された磁石板、マグネッ
トシステム板が、使用されず、これら磁石板、マグネットシステム板が、洗濯工程の間じ
ゅう衣服部分から取外されるべき場合、に使用される。
【００１８】
　本発明の更なる基本的な特徴は、付着システム１に、イヤホーン９及び／または小型マ
イク１６のための係止フック７または位置決め部材８が形成されている点にある。この付
着システム１における位置決め部材８の配設は、装着されるイヤホーン及び／または小型
マイクの滑り落ちを妨げ、しかし、それにも拘らず、緊急解除機能を保証する。
【００１９】
　本発明による解決策、この解決策において付着システム１に係止フック７が設けられて
いる、の特別な構造様式において、もちろん、何の過負荷安全性も、即ち、何の「緊急解
除機能」も実現され得ない。この様式の構造様式は、例えばフィットネス分野およびレジ
ャースポーツ分野において、イヤホーンの、確実な力一体的およびそれに加えて形状一体
的な固定のために、衣類及び／または装具において使用され、且つ、例えばエアロビクス
またはジョギングにおいて生じるような、比較的に極度の負荷に対しての時でさえも適し
ている。
【００２０】
　更に、それぞれの衣類及び／または装具に、イヤホーン９または小型マイク１６のため
の意図された固定領域において、永久磁石２、マグネットシステム６または付着システム
１が、単独で、またはイヤホーン９または小型マイク１６のための位置決め部材８と協働
で、衣類及び／または装具の織物の中に、プラスチックス３、例えばポリウレタン発泡体
によって成形されていることは特徴的である。
【００２１】
　この本発明による解決策の特別な実施形態は、衣類または装具における、本発明による
固定領域を、良好に突き止められ得ること、即ち、容易に手探りで確認され得ることの利
点を有している。この構造様式の更なる利点は、何の外部の部材も、衣類及び／または装
具において装着される必要が無い点にあり、従って、本発明による固定部材の配設は、そ
れぞれの衣類及び／または装具のデザインからそらせない。この本発明による固定部材の
「縫い目の無い」配設は、特に、例えばゴアテックス（登録商標）のような、防水性の生
地の加工において、非常に有利である。
【００２２】
　本発明の更なる特徴、詳細、および利点は、所属する図と関連して、それに加えて、そ
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れらに所属の説明を有する実施例からも与えられる。しかしながら、本発明の可能な実現
形態は、以下に記述された実施例に限定されていない。
【００２３】
　図１は、断面図における、プラスチックス３内に鋳込みされた永久磁石２を有する付着
システム１、および、この付着システム１に装着されたイヤホーン９を示している。外側
周囲において、このプラスチックス３は、この永久磁石２を覆っており、且つ従って、固
定縁部４を、付着システム１を、例えば襟１１において固定するために、形成している。
この場合、この永久磁石２は、密封された状態に密閉して、プラスチックス３内に溶接ま
たは鋳込みされており、且つ、このようにして、付着システム１を形成している。本発明
による使用方法は、イヤホーンコード及び／または小型マイクコードにおける非常に強い
張力の際に、同時の、緊急解除機能を有する過負荷安全性を実現する。何故ならば、例え
ばコードにおける引張り負荷の結果として、装着されたイヤホーン及び／またはマイクの
機能構造部品の破壊の事態になることなく、極度の引張り負荷及び／またはせん断負荷に
おいて、本発明による保持装置の磁気的な保持力に打ち勝つからである。
【００２４】
　更に、この密封された状態に密閉したプラスチックスカプセルは、この永久磁石２の、
付加的な機械的な安定を、しかし同時に化学的な安定をも実現し、従って、この本発明に
より備え付けられた衣類及び／または装具は、例えば洗濯において生じる機械的な及び／
または化学的な作用（例えば、本発明による構造部品の腐食現象の結果として）によって
、損傷を与えられない。
【００２５】
　図２において、密封された状態でプラスチックス３内に鋳込みされた磁極板５および永
久磁石２から成るマグネットシステム６を有する付着システム１が、断面図で図示されて
いる。他方また、この付着システム１に、イヤホーン９が装着されている。この永久磁石
２の下に設けられた、例えばＳｔ３７から成る磁極板５は、凸レンズ作用と同様に、永久
磁石２の広く散乱した磁界を集中する。これによって、マグネットシステム６の非常に著
しい吸着力増大が、簡単な永久磁石２に対して得られ、この吸着力増大は、本発明により
、同様に、この比較的に弱い磁界を有する永久磁石２をも、本発明による付着システム１
において、イヤホーン９または小型マイク１６の装着のために使用することを可能にする
。
【００２６】
　その際、本発明による磁極板５の配設は、同時に、永久磁石２の基本的な機械的な安定
を実現し、且つこのようにして、機械的な曲げ応力または衝撃応力における損傷を回避し
、従って、例えば衣類の洗濯や洗濯物の脱水の間じゅうも、本発明により使用された比較
的に薄い壁状の永久磁石は、折れない。
【００２７】
　図３は、図２に類似して構成された、マグネットシステム６および装着されたイヤホー
ン９を有し、しかしながら、この構造様式においてつぼ形のまたはＵ字形の磁極板５を有
する付着システム１を示している。
【００２８】
　図４において、他方また、図２による図に類似して、一体にされたマグネットシステム
６を有する付着システム１が図示されている。この実施形態において、磁極板５は、中央
のピンを有し、このピンに、環状円板形の永久磁石２が差込まれている。
【００２９】
　図５、図６は、一体にされたマグネットシステム６、および形成された係止フック７を
イヤホーン及び／または小型マイクのために有する付着システム１を示している。本発明
による解決策、この解決策において付着システム１に係止フック７が設けられている、の
特別な構造様式によって、もちろん、何の過負荷安全性も、即ち、何の「緊急解除機能」
も実現され得ない。この様式の構造様式は、例えばフィットネス分野およびレジャースポ
ーツ分野において、イヤホーンの、確実な力一体的およびそれに加えて形状一体的な固定
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のために、衣類及び／または装具において使用され、且つ、例えばエアロビクスまたはジ
ョギングにおいて生じるような、比較的に極度の負荷に対しての時でさえも適している。
その際、図５は、係止フック７を有する付着システム１を、断面図において示している。
図６において、図５に所属する、形成された係止フック７を有する付着システム１の正面
図が図示されている。
【００３０】
　図７において、一体にされた係止フック７およびこの係止フックに固定されたイヤホー
ン９を有する、襟１１に縫い付けられた、マグネットシステム６を備える付着システム１
が、断面図において図示されている。
【００３１】
　図８は、図７に所属する、襟１１に設けられた特別の付着システム１の正面図を、固定
されたイヤホーン９と共に示している。
【００３２】
　図９において、襟１１に設けられた付着システム１における、本発明によるイヤホーン
９の固定の「目に見えない」実施形が図示されている。この本発明によるマグネットシス
テム６の配設の「目に見えない」実施形において、襟１１の視覚的な全体的な印象が、本
発明による使用方法によって阻害されないことは利点である。
【００３３】
　その際、本体機器は、図１０において図示されているように、上着１２の胸ポケット内
に配置されている。
【００３４】
　図１１から１４までは、ここで、断面図において、本発明による使用方法、例えばマグ
ネットシステム６の「目に見えない」配設の種々の異なる可能性を示している。図１１に
より、イヤホーン９を本発明により固定するために、付着システム１は、覆い隠されて設
けられたポケット１３内に縫い込まれる。図１２において、このイヤホーン９を本発明に
より固定するために、永久磁石２が、覆い隠されて設けられたポケット１３内に差込まれ
、従って、マグネットシステム６は、例えば、衣類の洗濯の際に、このポケット１３から
取出すことができる。
【００３５】
　衣類及び／または装具における、本発明による使用方法の取外し可能な配設の他の可能
性は、図１３において図示されている。ここで、イヤホーン９を本発明により固定するた
めに、付着システム１は、マジックテープ（登録商標）材料１４に縫い付けられる。衣類
及び／または装具の内側生地に、同様に、マジックテープ（登録商標）材料１４が縫い付
けられており、従って、上記の固定板は、そこで、このマジックテープ（登録商標）材料
に装着され得る。図１４において、この付着システム１は、イヤホーン９を本発明により
固定するために、衣類及び／または装具の内側生地上に縫い付けられる。
【００３６】
　図１５から１７までにおいて図示された実施形態において、マグネットシステム６は、
上着１２の襟１１に、イヤホーン９のための意図された固定領域において、イヤホーン９
のための位置決め部材８と協働で、衣類の織物の中に、密封された状態で、プラスチック
ス３、例えばポリウレタン発泡体によって成形されている。
【００３７】
　この本発明による解決策の特別な実施形態は、プラスチックスで被覆されていないマグ
ネットシステム６が使用され、これらマグネットシステムが、しかしながら、これらマグ
ネットシステムの固定に際に、衣類及び／または装具に密封された状態で鋳込みされ、且
つ同時に、固定周縁を有する位置決め部材８として周囲を変形され、従って、本発明によ
る固定領域を、衣類または装具において、良好に突き止められ得ること、即ち、容易に手
探りで確認され得ることの利点を有している。この特別な構造様式の更なる利点は、何の
外部の部材も、衣類及び／または装具において装着される必要が無い点にあり、従って、
本発明による固定部材の配設は、それぞれの衣類及び／または装具のデザインからそらせ
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ない。この本発明による固定部材の「縫い目の無い」配設は、その上、例えばゴアテック
ス（登録商標）のような、防水性の生地の加工において、非常に有利である。
【００３８】
　図１８および１９は、上着１２の襟上に、明確に目に見えるように縫い付けられた付着
システム１を、この付着システムに装着されたイヤホーン９と共に示している。この固定
位置の意図的に目に見える配設によって、衣類または装具において一体にされた本発明に
よる解決策が、明確に指し示めされる。
【００３９】
　図２０は、縫い込まれた付着システム１を、この付着システムに装着されるべきイヤホ
ーン９と共に示している。この場合、この付着システム１の固定縫い目は、視覚的に非常
に目立たせて、衣類において一体にされた本発明による解決策を指し示めすことが可能で
ある。
【００４０】
　図２１から２６において、ここで、衣類及び／または装具における、本発明による解決
策の配設の様々な可能性が図示されている。図２１は、キルティング縫い目を用いて裏に
縫い付けられた付着システム１を有する他の上着１２、およびこの付着システムに装着さ
れたイヤホーン９を示している。
【００４１】
　図２２において、「目に見えない」ように襟１１に、付着システム１が、設けられてお
り、これら付着システムにイヤホーン９が装着されている。図２３において、ショルダー
バッグ１５に、位置決め部材８を有する付着システム１が設けられており、この位置決め
部材に、自由に垂れ下がった小型マイク１６を有するイヤホーン９が装着される。
【００４２】
　図２４は、別個の小型マイク１６を有するイヤホーン９を示している。その際、この別
個の小型マイク１６は、同様に、胸部において、本発明により装着されている。たとえ話
をする場合でさえも、本発明により装着された小型マイクは、付着システム１に留まって
いて良いことを、ここで指摘する。両側に、襟１１において、更なる付着システム１が、
縫い付けられており、これら付着システムに、イヤホーン９は、本発明により装着されて
いる。
【００４３】
　図２５において、かぶり物における、本発明による解決策の配設が、図示されている。
ここで、付着システムは、上着１２のフードに設けられている。この上着１２のフードに
設けられた付着システムに、例えば、イヤホーン９が、本発明により装着されている。こ
の装着されたイヤホーン９に、自由に垂れ下がる小型マイク１６が設けられている。
【００４４】
　図２６は、ここで、別個のかぶり物１７に設けられた付着システム１を、この付着シス
テムに装着されたイヤホーン９、並びにこのイヤホーン９と結合された、自由に垂れ下が
る小型マイク１６と共に示している。例えば携帯電話機のような本体機器は、この実施形
態において、常に即座に使用されることが可能であり、且つ、例えば上着１２の内側ポケ
ット内に配置されている。
【００４５】
　本発明による解決策によって、何年か前から製造されたイヤホーン及び／または小型マ
イクの構造様式に関してさえも、確実な、簡単に取扱い可能な、正確に位置決め可能な、
最適な使用方法の開発に成功し、この使用方法は、これらイヤホーン及び／または小型マ
イクの持ち運び重量も構造容積も増大せず、且つ、それに加え、衣類及び装具における適
当な位置決め状態において、しかもそのうえ装着された状態における使用を可能にし、並
びに、（係止フック７を有する、特別な構造様式を除いて）イヤホーン及び／または小型
マイクにおける強い張力の際の、緊急解除機能を有する過負荷安全性を保証する。
【符号の説明】
　１　　付着システム
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　２　　永久磁石
　３　　プラスチックス
　４　　固定縁部
　５　　磁極板
　６　　マグネットシステム
　７　　係止フック
　８　　位置決め部材
　９　　イヤホーン
　１１　襟
　１２　上着
　１３　ポケット
　１４　マジックテープ（登録商標）材料
　１５　ショルダーバッグ
　１６　小型マイク
　１７　かぶり物

【図１】 【図２】
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【図２３】 【図２４】
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