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(57)【要約】
【課題】骨伝導スピーカでありながら、気道音を発生し
得る構造を付加することで高域特性を改善し、以て、難
聴者のみならず、健聴者が使用した場合においても、良
好な音声レベルでのやり取りが可能であることはもちろ
んのこと、音楽を聞くような場合に高品質の音楽を楽し
むことができる骨伝導スピーカを提供することを課題と
する。
【解決手段】ハウジング１内に組み込まれた骨伝導スピ
ーカユニット２の底面に第２振動板３を固定し、第２振
動板３の周縁部をその全周に亘ってハウジング１の内側
面に固定することにより、その上側に上側気室４を形成
すると共にその下側に下側気室５を形成し、下側気室５
の側面又は底面に、放音口６を形成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング内に組み込まれた骨伝導スピーカユニットの底面に第２振動板を固定し、前
記第２振動板の周縁部をその全周に亘って前記ハウジングの内側面に固定することにより
、その上側に上側気室を形成すると共にその下側に下側気室を形成し、前記下側気室の側
面又は底面に、放音口を形成したことを特徴とする骨伝導スピーカ。
【請求項２】
　前記第２振動板は、周縁部に環状溝及び／又は環状凸部を有する、請求項１に記載の骨
伝導スピーカ。
【請求項３】
　前記第２振動板の中央部に前記骨伝導スピーカユニットの底面との間にギャップを確保
するための円形台部が形成され、前記円形台部が前記骨伝導スピーカユニットの底面に固
定される、請求項１又は２に記載の骨伝導スピーカ。
【請求項４】
　前記第２振動板の中央部に周波数特性改善のためのウエイトが定着され、前記ウエイト
によって前記第２振動板と前記骨伝導スピーカユニットの底面との間のギャップが確保さ
れる、請求項１又は２に記載の骨伝導スピーカ。
【請求項５】
　前記骨伝導スピーカユニットの底面に凸部が設けられ、前記凸部によって前記第２振動
板と前記骨伝導スピーカユニットの底面との間のギャップが確保される、請求項１又は２
に記載の骨伝導スピーカ。
【請求項６】
　前記放音口は開閉可能にされる、請求項１乃至５のいずれかに記載の骨伝導スピーカ。
【請求項７】
　前記ハウジングは低い円筒形状を呈し、前記放音口は前記ハウジングの周側面又は底面
に形成される、請求項１乃至６のいずれかに記載の骨伝導スピーカ。
【請求項８】
　前記ハウジングは、少なくとも一端が球面にされた円筒形状を呈し、前記放音口はその
球面部に形成される、請求項１乃至６のいずれかに記載の骨伝導スピーカ。
【請求項９】
　前記放音口に、使用時に耳孔内に向くように湾曲して形成された音導管が設けられる、
請求項７に記載の骨伝導スピーカ。
【請求項１０】
　前記音導管は、前記ハウジングと一体に成形される、請求項９に記載の骨伝導スピーカ
。
【請求項１１】
　前記音導管は、前記ハウジングと別成形されて前記放音口に後付けされる、請求項９に
記載の骨伝導スピーカ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は骨伝導スピーカに関するものであり、より詳細には、健常者が使用することも
あることを考慮して、骨伝導音のみならず、気道音の発生をも可能にした骨伝導スピーカ
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　骨伝導スピーカは一般に、骨伝導スピーカユニットの振動部材の振動面をハウジングの
内面に当接させて固定し、ハウジング全体を振動させる構造であり、その振動面を耳の乳
様突起部等に当てて使用する方法が一般的である（図９参照）。
【０００３】
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　骨伝導伝音性スピーカは、伝音性難聴者の聴力補助を目的として開発されたものである
が、その本来の用途以外にも、健聴者が耳孔を塞がずに情報を聴取する手段として、骨伝
導スピーカを耳珠付近に配置して使用する使用例もある。しかし、この後者のような使用
方法の場合、音声レベルのやり取りにおいては問題ないが、骨振動の伝達特性としては高
域の減衰が大きいため、音楽を聞くような場合に音楽の品質を上げることは難しいことと
なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１９９４８０号公報
【特許文献２】特開平１１－３５５８７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、骨伝導スピーカを健聴者が使用する場合、骨振動の伝達特性としては
高域の減衰が大きいため、音楽を聞くような場合に音楽の品質を上げることが難しいとい
う問題があった。そこで本発明は、そのような問題のない、即ち、骨伝導スピーカであり
ながら、気道音を発生し得る構造を付加することで高域特性を改善し、以て、難聴者のみ
ならず、健聴者が使用した場合においても、良好な音声レベルでのやり取りが可能である
ことはもちろんのこと、音楽を聞くような場合に高品質の音楽を楽しむことができる骨伝
導スピーカを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための請求項１に係る発明は、ハウジング内に組み込まれた骨伝導
スピーカユニットの底面に第２振動板を固定し、前記第２振動板の周縁部をその全周に亘
って前記ハウジングの内側面に固定することにより、その上側に上側気室を形成すると共
にその下側に下側気室を形成し、前記下側気室の側面又は底面に、放音口を形成したこと
を特徴とする骨伝導スピーカである。
【０００７】
　一実施形態においては、前記第２振動板は、周縁部に環状溝及び／又は環状凸部を有す
るものとされる。
【０００８】
　一実施形態においては、前記第２振動板の中央部に前記骨伝導スピーカユニットの底面
との間にギャップを確保するための円形台部が形成され、前記円形台部が前記骨伝導スピ
ーカユニットの底面に固定される。あるいは、前記第２振動板の中央部に周波数特性改善
のためのウエイトが定着され、前記ウエイトによって前記第２振動板と前記骨伝導スピー
カユニットの底面との間のギャップが確保され、あるいは、前記骨伝導スピーカユニット
の底面に凸部が設けられ、前記凸部によって前記第２振動板と前記骨伝導スピーカユニッ
トの底面との間のギャップが確保される。
【０００９】
　また、一実施形態においては、前記ハウジングは低い円筒形状を呈し、前記放音口は前
記ハウジングの周側面又は底面に形成され、他の実施形態においては、前記ハウジングは
、少なくとも一端が球面にされた円筒形状を呈し、前記放音口はその球面部に形成される
。
【００１０】
　更に一実施形態においては、前記放音口に、使用時に耳孔内に向くように湾曲して形成
された音導管が設けられる。前記音導管は、前記ハウジングと一体に成形され、あるいは
、前記音導管は、前記ハウジングと別成形されて前記放音口に後付けされる。また、一実
施形態においては、前記放音口は開閉可能にされる。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明に係る骨伝導イヤホンは、上記のように、ハウジング内が骨伝導スピーカユニッ
トの底面に固定された第２振動板によって上下に仕切られ、その下側の下側気室の側面又
は底面に放音口が形成された構成であるため、本来の骨伝導スピーカとしての機能の他に
、放音口から気道音を発生し得る機能を併せ有するものとなる。かくして、難聴者のみな
らず、健聴者が使用した場合においても、良好な音声レベルでのやり取りが可能であるこ
とはもちろんのこと、音楽を聞くような場合に高品質の音楽を楽しむことができる効果が
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る骨伝導スピーカの一実施形態の縦断面図である。
【図２】本発明に係る骨伝導スピーカにおけるハウジングの形状例を示す斜視図である。
【図３】本発明に係る骨伝導スピーカにおける骨伝導スピーカユニットの一構成例を示す
分解斜視図である。
【図４】本発明に係る骨伝導スピーカにおける骨伝導スピーカユニットの他の構成例を示
す分解斜視図である。
【図５】本発明に係る骨伝導スピーカにおける第２振動板の形状を示す斜視図及び縦断面
図である。
【図６】本発明に係る骨伝導スピーカの使用状態を示す縦断面図である。
【図７】本発明に係る骨伝導スピーカの他の使用状態を示す縦断面図である。
【図８】本発明に係る骨伝導スピーカの更に他の使用状態を示す斜視図である。
【図９】従来の骨伝導スピーカの構成を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明を実施するための形態につき、添付図面を参照しつつ説明する。図１は本発明に
係る骨伝導スピーカの一実施形態の縦断面図であり、そこに示されるように、該骨伝導ス
ピーカは、ハウジング１と、ハウジング１内に組み込まれる骨伝導スピーカユニット２と
、骨伝導スピーカユニット２の底面に固定される第２振動板３とで構成される。そして、
第２振動板３の周縁部がその全周に亘ってハウジング１の内側面に固定されることにより
、第２振動板３の上側に上側気室４が形成されると共に、第２振動板３の下側に下側気室
５が形成され、また、下側気室５の側面又は底面に、外部に向けて開口する放音口６が形
成される。
【００１４】
　本発明において用いられる骨伝導スピーカユニット２は、例えば、図３に示されるよう
に、ヨーク１１の中央部に設けられたセンターポール１２を囲むようにボイスコイル１３
が配置され、ボイスコイル１３の両側に、一対の棒状のマグネット１４、１４が定着され
、ボイスコイル１３及びマグネット１４、１４に被せるように振動板１５が定置されて構
成される。振動板１５は、その両端部が、ヨーク１１の両端部に立設された側壁１６の上
面に、止めネジ１９等を介して固定される。その際、振動板１５とボイスコイル１３の上
面との間に間隙が保持される。
【００１５】
　振動板１５にはプレートヨーク１７に対応する大きさの縦長の開口１８が形成され、そ
の開口１８を縦に跨ぐように配置されたプレートヨーク１７が、その長さ方向両端部１７
ａが開口１８の縁部に固定されることにより、開口１８上に設置される。かくしてプレー
トヨーク１７は、振動板１５の振動に伴って一体に振動することになる。
【００１６】
　また、図４は、他の態様の骨伝導スピーカユニット２の構成を示す分解斜視図で、その
骨伝導スピーカユニット２の場合は、ヨーク１１及び中央磁極１２が縦長に形成され、マ
グネット１４、１４がヨーク１１の両側の短尺辺側端部上に配置され、各マグネット１４
、１４の外側に振動板固定部１６が形成される。振動板１５とプレートヨーク１７も縦長
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に形成され、プレートヨーク１７の中間部に翼部１７ｂが延設される。プレートヨーク１
７は、その翼部１７ｂを振動板１５に設けられた縦長の開口１８の縁部に固定することに
より、開口１８上に設置される。そして、振動板１５は、その両端部が振動板固定部１６
に直接固定される。かくしてプレートヨーク１７は、振動板１５の振動に伴って一体に振
動することになる。
【００１７】
　なお、上記２つの態様の骨伝導スピーカユニット２は、いずれも、マグネット１４をボ
イスコイル１３の外側に配置した、所謂外磁型の構成であるが、逆に、マグネット１４を
ボイスコイル１３の内側に配置する（マグネットがセンターポールを兼ねる）、所謂内磁
型の構成とすることもできる。
【００１８】
　ハウジング１の形状は、上記骨伝導スピーカユニット２の形状に対応するものとなる。
例えば、図３に示す構成の骨伝導スピーカユニット２は平面視円形状であるため、その場
合のハウジング１は低い円筒形状のものとなり（図２（Ａ）参照）、通例、放音口６は、
ハウジング１の周側面に形成される。そして、好ましい実施形態においては、放音口６に
、使用時に耳孔２０内に向くように湾曲させて形成された音導管７が配設される（図６参
照）。音導管７はハウジング１と一体に成形され、あるいは、ハウジング１と別成形され
て放音口６に後付される。また、放音口６は、栓の脱着等によって開閉可能にされる。
【００１９】
　また、図４に示す構成の骨伝導スピーカユニット２は平面視長方形状であるため、その
場合のハウジング１は長尺のものとなり、例えば、少なくとも一端部が球面状にされた円
筒形状のものとされる（図２（Ｂ）参照）。そして、その場合の放音口６は、一端の球面
部１ａに形成される（図７参照）。
【００２０】
　第２振動板３は、ダイナミックスピーカに使用されている振動板と同様に機能するもの
であり、例えば、ポリエステル等のプラスチックフィルム、薄手の金属板、ラバー等の素
材を成形して円形に形成され、その全周縁がハウジング１の内周面に固定される。好まし
くは、縁部に環状溝９及び／又は環状凸部が形成された形状のものとされる（図５参照）
。このような形状とするのは、周波数特性の向上を図るためであるが、周波数特性を確保
し得る限り、平板であってもよいことは言うまでもない。
【００２１】
　第２振動板３の中央部には、骨伝導スピーカユニット２、即ち、ヨーク１１の底面との
間にギャップを確保するための円形台部８が形成され、その円形台部８がヨーク１１の底
面に固定される（図５参照）。この円形台部８を設ける代わりに、周波数特性改善のため
の、金属製、プラスチック製等のコイン状ウエイト８ａを定着し、その周囲にフィルムを
二重に配した構成のものとし、そのウエイト８ａで上記ギャップを確保することとしても
よい（図１参照）。あるいは、ヨーク１１の底面に、第２振動板３を固定するための凸部
を設けることで、上記ギャップを確保することもできる。
【００２２】
　本発明に係る骨伝導スピーカは上記構成であるため、音声信号を受けて骨伝導スピーカ
ユニット２が振動することにより、ハウジング１を介して骨振動伝達が可能となる。また
、その際、骨伝導スピーカユニット２の底面に固定されている第２振動板３が共に振動す
るが、ハウジング１内は第２振動板３によって上下に仕切られていて、下側気室５におい
て発生した音圧はすべて放音口６から放出される。
【００２３】
　上記構成の骨伝導スピーカの使用方法例について説明する。図２（Ａ）に示すハウジン
グ１の骨伝導スピーカの場合は、例えば、図８に示すようなヘッドセットに組み込んで使
用され、ハウジング１の底面が耳珠付近に当接するようにしてヘッドセットを装着する。
難聴者が使用する場合、気道音の発生は不要であるので、放音口６に栓をする等により放
音口６を塞ぐことで、周囲への音漏れを防ぐことができる。
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　一方、健聴者が使用する場合は、骨伝導スピーカを耳珠付近に配置して放音口６を耳孔
に向け、放音口６からの気道音を聴取する。放音口６に音導管７が設けられているときは
、音導管７の先端を耳孔２０内に向ける。かくして、骨伝導では伝達できない高域周波数
を、直接気道音として鼓膜に伝達させることができるので、高音質の聴取が可能となる。
【００２５】
　また、図２（Ｂ）に示すハウジング１の骨伝導スピーカの場合は、非常に小型のユニッ
トとして構成することができるので、図７に示すように、イヤホンタイプとしての使用が
可能となる。その場合の難聴者及び健聴者の使用法は、上記の場合と同様である。
【００２６】
　この発明をある程度詳細にその最も好ましい実施形態について説明してきたが、この発
明の精神と範囲に反することなしに広範に異なる実施形態を構成することができることは
明白である。従って、この発明は、請求の範囲において限定した以外はその特定の実施形
態に制約されるものではない。
【符号の説明】
【００２７】
　　　１　　　ハウジング
　　　２　　　骨伝導スピーカユニット
　　　３　　　第２振動板
　　　４　　　上側気室
　　　５　　　下側気室
　　　６　　　放音口
　　　７　　　音導管
　　　８　　　円形台部
　　　８ａ　　ウエイト
　　　９　　　環状溝
　　　１１　　ヨーク
　　　１２　　中央磁極
　　　１３　　ボイスコイル
　　　１４　　マグネット
　　　１５　　振動板
　　　１６　　振動板固定部
　　　１７　　プレートヨーク
　　　１８　　開口
　　　１９　　止めネジ
　　　２０　　耳孔
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