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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着者の外耳道内に位置決めするように構築および構成され、近位端よりもさらに前記
外耳道内の遠くに遠位端を有するように構成されたイヤーバッド本体であって、空洞と前
記空洞への開口部とを含むイヤーバッド本体と、
　前記空洞への前記開口部内の変換器であって、前記変換器の一部分が前記開口部から外
側を向いた変換器と、
　前記イヤーバッド本体の前記遠位端におけるマイクロホンと、
　前記イヤーバッド本体の表面に適合した、前記イヤーバッド本体上のイヤーバッドチッ
プと、
　前記イヤーバッドチップの遠位端における音響抵抗性メッシュ構造体であって、前記マ
イクロホンと前記開口部から外側を向いた前記変換器の前記一部分とを覆うメッシュ構造
体と、
を備える、インイヤ型ヘッドホン。
【請求項２】
　前記変換器が、可動コイル型変換器である、請求項１に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項３】
　前記イヤーバッド本体の前記近位端に結合された保持ループをさらに備える、請求項１
に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項４】



(2) JP 6600075 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

　前記イヤーバッド本体が円錐形状を有する、請求項１に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項５】
　前記空洞が、第１の端部と前記第１の端部よりも広い第２の端部とを含む円錐形状を有
し、前記空洞への前記開口部が、前記イヤーバッド本体の前記遠位端から前記空洞の前記
第１の端部に延びる円筒形状を有する、請求項４に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項６】
　前記イヤーバッド本体が、前記外耳道内の湾曲部に対応するための屈曲部を含む、請求
項１に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項７】
　前記イヤーバッド本体が、第１の部分と第２の部分とを有し、前記空洞が、前記第１の
部分にあり、前記空洞への開口部が、前記第２の部分にあり、前記第１の部分および前記
空洞が、第１の延長の方向に延び、前記第２の部分および前記空洞への前記開口部が、前
記第１の延長の方向に対してある角度をなして前記第１の延長の方向から第２の延長の方
向に曲がり、前記屈曲部が、前記第２の部分および前記空洞への前記開口部が前記第１の
延長の方向から曲がる、前記第１の部分と前記第２の部分との間の前記イヤーバッド本体
の領域にある、請求項６に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項８】
　前記イヤーバッドチップが、第１の部分と第２の部分とを有し、前記イヤーバッドチッ
プの前記第１の部分が、前記イヤーバッド本体の前記第１の部分上にあり、前記イヤーバ
ッドチップの前記第２の部分が、前記イヤーバッド本体の前記第２の部分上にあり、前記
イヤーバッドチップの前記第１の部分が、前記第１の延長の方向に延び、前記イヤーバッ
ドチップの前記第２の部分が、前記第１の延長の方向に対してある角度をなして前記第２
の延長の方向に延び、前記イヤーバッドチップが、前記イヤーバッドチップの前記第１の
部分と前記イヤーバッドチップの前記第２の部分との間の前記イヤーバッドチップの領域
において屈曲部を含む、請求項７に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項９】
　前記空洞が、密閉された背面空洞である、請求項１に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項１０】
　前記イヤーバッドチップが、前記イヤーバッド本体の表面において結合機構と係合して
、前記イヤーバッドチップを前記イヤーバッド本体に対して固定する結合機構を含む、請
求項１に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項１１】
　装着者の外耳道内に位置決めするように構築および構成された円錐形状のイヤーバッド
本体であって、第１の端部と前記第１の端部よりも広い第２の端部とを有する空洞を含み
、前記第１の端部が、前記空洞への開口部を含み、前記イヤーバッド本体のある領域が、
前記外耳道内の輪郭に対応するための屈曲部を含む、イヤーバッド本体と、
　前記イヤーバッド本体の少なくとも一部分におよびその周りに、ならびに前記空洞への
前記開口部の周りに取り付けられた柔軟なイヤーバッドチップであって、前記イヤーバッ
ド本体における前記屈曲部の上に位置決めするように構築および構成されたイヤーバッド
チップと、
　前記空洞への前記開口部内の変換器であって、前記変換器の一部分が前記開口部から外
側を向いた変換器と、
を備える、インイヤ型ヘッドホン。
【請求項１２】
　前記イヤーバッド本体の前記空洞への前記開口部において、かつ、前記変換器の遠位に
マイクロホンをさらに備える、請求項１１に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項１３】
　前記空洞への前記開口部を覆い、前記マイクロホンの上に位置決めされた音響抵抗性メ
ッシュ構造体をさらに備える、請求項１２に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項１４】
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　前記空洞の前記第２の端部が、密閉された背面を含む、請求項１１に記載のインイヤ型
ヘッドホン。
【請求項１５】
　前記イヤーバッド本体の前記第２の端部に結合された保持ループをさらに備える、請求
項１１に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項１６】
　前記イヤーバッド本体が、第１の部分と第２の部分とを有し、前記空洞が、前記第１の
部分にあり、前記空洞への前記開口部が、前記第２の部分にあり、前記第１の部分および
前記空洞が、第１の延長の方向に延び、前記第２の部分および前記空洞への前記開口部が
、前記第１の延長の方向に対してある角度をなして前記第１の延長の方向から第２の延長
の方向に曲がり、前記屈曲部が、前記第２の部分および前記空洞への前記開口部が前記第
１の延長の方向から曲がる、前記第１の部分と前記第２の部分との間の前記イヤーバッド
本体の領域にある、請求項１１に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項１７】
　前記イヤーバッドチップが、第１の部分と第２の部分とを有し、前記イヤーバッドチッ
プの前記第１の部分が、前記イヤーバッド本体の前記第１の部分上にあり、前記イヤーバ
ッドチップの前記第２の部分が、前記イヤーバッド本体の前記第２の部分上にあり、前記
イヤーバッドチップの前記第１の部分が、前記第１の延長の方向に延び、前記イヤーバッ
ドチップの前記第２の部分が、前記第１の延長の方向に対してある角度をなして前記第２
の延長の方向に延び、前記イヤーバッドチップが、前記イヤーバッドチップの前記第１の
部分と前記イヤーバッドチップの前記第２の部分との間の前記イヤーバッドチップの領域
において屈曲部を含む、請求項１６に記載のインイヤ型ヘッドホン。
【請求項１８】
　装着者の耳の外耳道において位置決めするように構築および構成されたイヤーバッド本
体であって、空洞への開口部を含む第１の端部と密閉された背面を有する第２の端部とを
有する前記空洞を含む、イヤーバッド本体と、
　前記空洞内の変換器と、
　前記開口部におけるマイクロホンであって、前記変換器に近接したマイクロホンと、
　前記イヤーバッド本体の少なくとも一部分におよびその周りに、ならびに前記空洞への
前記開口部の周りに取り付けられた柔軟なイヤーバッドチップと、
を備え、
　前記マイクロホンおよび変換器が、前記第１の端部において前記空洞の前記第１の端部
から延びる、インイヤ型ヘッドホン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、オーディオデバイスに関し、より詳しくは、インイヤ型イヤーバッ
ドシステムおよび方法に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】米国特許第８，７８４，３７３号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　一般的態様において、装着者の外耳道内に位置決めするように構築および構成され、近
位端よりもさらに外耳道内の遠くに遠位端を有するように構成されたイヤーバッド本体を
備えるインイヤ型ヘッドホンが提供される。イヤーバッド本体は、空洞と空洞への開口部
とを含む。インイヤ型ヘッドホンは、空洞への開口部内の変換器であって、変換器の一部
分が開口部から外側を向いた、変換器と、イヤーバッド本体の遠位端におけるマイクロホ
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ンと、イヤーバッド本体の表面に適合した、イヤーバッド本体上のイヤーバッドチップと
、イヤーバッドチップの遠位端における音響抵抗性メッシュ構造体とをさらに備える。メ
ッシュ構造体は、マイクロホンと、開口部から外側を向いた変換器の一部分とを覆う。
【０００４】
　態様は、以下の特徴のうちの１つまたは複数を含むことができる。
【０００５】
　変換器は可動コイル型変換器でよい。
【０００６】
　請求項１のインイヤ型ヘッドホンは、イヤーバッド本体の近位端に結合された保持ルー
プをさらに備えることができる。
【０００７】
　イヤーバッド本体は円錐形状を有することができる。
【０００８】
　空洞は、第１の端部と第１の端部よりも広い第２の端部とを含む円錐形状を有すること
ができ、空洞への開口部は、イヤーバッド本体の遠位端から空洞の第１の端部に延びる円
筒形状を有することができる。
【０００９】
　イヤーバッド本体は、外耳道内の湾曲部に対応するための湾曲部を含むことができる。
【００１０】
　イヤーバッド本体は、第１の部分と第２の部分とを有することができる。空洞は第１の
部分にあってよい。空洞への開口部は、第２の部分にあってよい。第１の部分および空洞
は、第１の延長の方向に延びることができる。第２の部分および空洞への開口部は、第１
の延長の方向に対してある角度をなして第１の延長の方向から第２の延長の方向に分岐す
ることができる。湾曲部は、第２の部分および空洞への開口部が第１の延長の方向から分
岐する、第１の部分と第２の部分との間のイヤーバッド本体の領域にあってよい。
【００１１】
　イヤーバッドチップは、第１の部分と第２の部分とを有することができ、イヤーバッド
チップの第１の部分は、イヤーバッド本体の第１の部分上にあり、イヤーバッドチップの
第２の部分は、イヤーバッド本体の第２の部分上にある。イヤーバッドチップの第１の部
分は、第１の延長の方向に延びることができ、イヤーバッドチップの第２の部分は、第１
の延長の方向に対してある角度をなして第２の延長の方向に延びることができる。イヤー
バッドチップは、イヤーバッドチップの第１の部分とイヤーバッドチップの第２の部分と
の間のイヤーバッドチップの領域において湾曲部を含むことができる。
【００１２】
　空洞は、密閉された背面空洞でよい。
【００１３】
　イヤーバッドチップは、イヤーバッド本体の表面において結合機構と係合して、イヤー
バッドチップをイヤーバッド本体に対して固定する結合機構を含むことができる。
【００１４】
　別の一般的な態様において、インイヤ型ヘッドホンは、装着者の外耳道内に位置決めす
るように構築および構成された円錐形状のイヤーバッド本体を備える。イヤーバッド本体
は、第１の端部と第１の端部よりも広い第２の端部とを有する空洞を含む。第１の端部は
、空洞への開口部を含む。イヤーバッド本体のある領域が、外耳道内の輪郭に対応するた
めの湾曲部を含む。柔軟なイヤーバッドチップは、イヤーバッド本体の少なくとも一部分
におよびその周りに、ならびに空洞への開口部の周りに取り付けられる。イヤーバッドチ
ップは、イヤーバッド本体における湾曲部の上に位置決めするように構築および構成され
る。
【００１５】
　態様は、以下の特徴のうちの１つまたは複数を含むことができる。
【００１６】
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　インイヤ型ヘッドホンは、イヤーバッド本体の空洞への開口部においてマイクロホンを
備えることができる。
【００１７】
　インイヤ型ヘッドホンは、空洞への開口部を覆い、マイクロホンの上に位置決めされた
音響抵抗性メッシュ構造体を備えることができる。
【００１８】
　空洞の第２の端部は、密閉された背面を含むことができる。
【００１９】
　インイヤ型ヘッドホンは、イヤーバッド本体の空洞内に変換器を備えることができ、変
換器はマイクロホンに近接する。
【００２０】
　インイヤ型ヘッドホンは、イヤーバッド本体の第２の端部に結合された保持ループを備
えることができる。
【００２１】
　イヤーバッド本体は、第１の部分と第２の部分とを有することができ、空洞は、第１の
部分にあってよく、空洞への開口部は、第２の部分にあってよく、第１の部分および空洞
は、第１の延長の方向に延びることができ、第２の部分および空洞への開口部は、第１の
延長の方向に対してある角度をなして第１の延長の方向から第２の延長の方向に分岐する
ことができ、湾曲部は、第２の部分および空洞への開口部が第１の延長の方向から分岐す
る、第１の部分と第２の部分との間のイヤーバッド本体の領域にあってよい。
【００２２】
　イヤーバッドチップは、第１の部分と第２の部分とを有することができ、イヤーバッド
チップの第１の部分は、イヤーバッド本体の第１の部分上にあり、イヤーバッドチップの
第２の部分は、イヤーバッド本体の第２の部分上にあり、イヤーバッドチップの第１の部
分は、第１の延長の方向に延び、イヤーバッドチップの第２の部分は、第１の延長の方向
に対してある角度をなして第２の延長の方向に延び、イヤーバッドチップは、イヤーバッ
ドチップの第１の部分とイヤーバッドチップの第２の部分との間のイヤーバッドチップの
領域において湾曲部を含む。
【００２３】
　別の一般的な態様において、インイヤ型ヘッドホンは、装着者の耳の外耳道において位
置決めするように構築および構成されたイヤーバッド本体であって、空洞への開口部を含
む第１の端部と密閉された背面を有する第２の端部とを有する空洞を含む、イヤーバッド
本体と、空洞内の変換器と、開口部におけるマイクロホンであって、変換器に近接したマ
イクロホンと、イヤーバッド本体の少なくとも一部分におよびその周りに、ならびに空洞
への開口部の周りに取り付けられた柔軟なイヤーバッドチップとを備える。
【００２４】
　マイクロホンおよび変換器は、第１の端部において空洞の第１の端部から延びることが
できる。
【００２５】
　上記のおよびさらなる利点は、以下の説明を、様々な図において同様の符号が同様の構
成要素および特徴を示す添付の図面と併せて参照することによって、よりよく理解するこ
とができる。図面は必ずしも縮尺通りではなく、代わりに、特徴および実装形態の原理を
示すことに重点が置かれている。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１Ａ】いくつかの例による、インイヤ型ヘッドホンの斜視図である。
【図１Ｂ】インイヤ型ヘッドホンの内部を示す、図１Ａのインイヤ型ヘッドホンの切断図
である。
【図２】図１Ａおよび図１Ｂのインイヤ型ヘッドホンの分解図である。
【図３】いくつかの例による、図１Ａ、図１Ｂおよび図２のインイヤ型ヘッドホンの一部
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分の斜視図である。
【図４】いくつかの例による、耳の中に位置決めされたインイヤ型ヘッドホンの断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本明細書において開示される内容および特許請求される内容は、実に様々な個人用オー
ディオデバイス、すなわち、いくつかの実施形態において、ユーザの耳の少なくとも一方
の近くにユーザによって少なくとも部分的に装着されて、少なくともその耳に対して雑音
低減機能を提供するように構築されたデバイスに適用可能であることが意図されている。
ヘッドホン、双方向通信ヘッドセット、イヤホン、イヤーバッド、ワイヤレスヘッドセッ
ト（「イヤセット」としても知られている）およびイヤプロテクタなどのオーディオデバ
イスの様々な具体的な実装形態は、ある程度詳細に提示されるが、そのような具体的な実
装形態の提示は、例の使用を通じて理解を容易にすることが意図され、開示の範囲または
特許請求の範囲が及ぶ範囲のいずれも限定すると解釈されるべきではないことを留意され
たい。
【００２８】
　従来のイヤホンは、装着したとき、典型的には、部分的に外耳道の内側に位置決めされ
たイヤーバッドを含む。しかし、従来のイヤーバッドを深く挿入すると、結果として外耳
道の刺激となることがある。また、イヤーバッドの構成部品、特に、マイクロホン（マイ
クロホンが存在する場合）およびオーディオ出力変換器（すなわち、スピーカ）は、しば
しば鼓膜を向いたイヤーバッドの開口部の近くにあり、これらの構成部品が外耳道内にさ
らされたとき埃または他の望ましくない物質によって生じる損傷を受けやすい。他方、能
動雑音低減（ＡＮＲ：ａｃｔｉｖｅ　ｎｏｉｓｅ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）性能の向上には
、直接の連続した経路が鼓膜と音源との間に存在することが重要である。
【００２９】
　したがって、イヤーバッドのマイクロホンおよび変換器は、耳に挿入されたとき、保護
され、イヤーバッドおよびその構成部品、すなわち、マイクロホンおよび変換器は、外耳
道を周囲の環境雑音から隔離しながら、可能な限り鼓膜に近接するように構築および構成
されることが望ましい。
【００３０】
　図１Ａは、いくつかの例による、インイヤ型ヘッドホン１０の斜視図である。図１Ｂは
、図１Ａのインイヤ型ヘッドホン１０の断面図である。図２は、図１Ａおよび図１Ｂのイ
ンイヤ型ヘッドホン１０の分解図である。ヘッドホン１０は、ヘッドホンの１つの種類を
表す、イヤーバッドまたは任意の他のインイヤ式イヤホンであることができる。しかし、
本概念は、インイヤ型ヘッドホン１０の例に限定されない。したがって、他のヘッドホン
の種類を同様に適用することができる。ヘッドホン１０は、左耳または右耳の中に位置決
めするように構築および構成される。ヘッドホン１０は、雑音低減するようにも構築およ
び構成される。
【００３１】
　イヤーバッド本体１０２は、変換器２２２、または音響駆動器もしくは関連した音を発
生させるデバイス、および／またはヘッドホン１０の機能を、例えば、本体１０２の遠位
端においてまたはその近くで実施するための様々な機械構成部品および電気構成部品を少
なくとも部分的に容器に入れ、または囲む。これを達成するために、イヤーバッド本体１
０２は、本体１０２のノズルにおける開口部２２７と、開口部２２７に挿入された変換器
２２２の存在によって本体１０２の内部において形成された空洞２２６とを含む。変換器
２２２は、振動版、音声コイル、磁石、アーマチャ、電子機器、および／または駆動器の
前および空洞２２６内の空気を圧縮および減圧し、それにより、本体１０２から伝達され
た音波を生じるための他の素子を含むことができる。変換器２２２の一部分は、開口部２
２７から外側、例えば、外耳道に挿入されたとき鼓膜の方向を向く。特に、変換器２２２
は、開口部２２７から外へ向いた音波放射面を有し、空洞２２６内を向いた対向面を有し
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、したがって、スピーカにおいて発生された音響関連信号を開口部２２７から出力するこ
とができる。
【００３２】
　マイクロホン２２４は、例えば、能動雑音低減フィードバックシステムの一部として、
変換器２２２の前に位置決めすることができる。マイクロホン２２４は、開口部２２７内
にもしくはその近くに位置決めすることができ、または変換器が開口部を塞ぐ場合、開口
部２２７の前に位置決めすることができ、われわれが「遠位」端と称する外耳道内の最も
遠くの、本体１０２の端部にマイクロホンを配置することができる。結合素子１０５、例
えば、剛性の輪などを変換器の最上部領域の近くに位置決めすることができ、マイクロホ
ン２２４を変換器２２２から所定の距離だけ離すためにマイクロホン２２４を結合素子１
０５に取り付けることができる。
【００３３】
　空洞２２６は、デバイスの性能に所望される、円錐形状、例えば、円錐台形形状、また
は容積の増大のために放物形状を有するように構成することができる。いくつかの例にお
いて、イヤーバッド本体１０２は、本体１０２の密閉された背面領域２２８から、変換器
２２２およびマイクロホン２２４が位置決めされる、本体１０２の前面領域の小径への移
行のために円錐形状、例えば、円錐台形形状を有する。円錐空洞２２６は、望ましい音圧
レベルを維持することができる。特に、円錐形状により、変換器およびマイクロホンが外
耳道内のより遠くに位置決めされることが可能となるが、それでも変換器の背後に妥当な
背面空洞容積が提供される。しかし、好ましい容積は、円錐形状の本体であっても耳に適
合しない可能性がある。そのような状況において、空洞２２６の要求される物理的容積を
低減するのに吸着材を使用することができ、それでも、例えば、参照によりその全体が本
明細書に組み込まれている、米国特許第８，７８４，３７３号に説明されている、所望さ
れる有効音響容積が提供される。
【００３４】
　硬質背面筐体区画２２８は、本体１０２の背面領域に結合、例えば、接合、接着、ねじ
止めなどすることができる。他の実施形態においては、本体１０２は、背面筐体区画２２
８および本体１０２が一体である場合、例えば、密閉された背面筐体を形成する、互いに
結合された別々の物理的素子と区別されるように単一の材料で成形される場合、成形また
は他の方法で形成することができる。いずれの構造体も本体１０２が空洞２２６を本体１
０２の外部の環境から音響的に隔離し、それにより、ある程度の雑音低減をもたらすこと
が可能になる音響密閉を実現する。
【００３５】
　本体１０２は、外耳道内の輪郭（例えば、図４に示す湾曲部３０３、３０６参照）に対
応するための湾曲部２２３を含むことができる。いくつかの実施形態において、イヤーバ
ッド本体１０２は、本体の背面部分のテーパを有する線形または連続曲線である第１の側
面２３０と、本体の背面部分の側壁に対してある角度で曲げられた第２の側面２２３とを
有することができる。いくつかの実施形態において、イヤーバッド本体１０２は、円錐形
状である第１の部分２３１、すなわち、第１の端部と第１の端部よりも広い第２の端部と
を有する。イヤーバッド本体１０２の第１の部分２３１は、中心軸Ａに沿って延びること
ができる。イヤーバッド本体１０２は、その遠位端において、中心軸Ａに平行でない軸Ｂ
に沿って延びる第２の部分２３２を有することもできる。湾曲部２２３は、第２の部分２
３２が第１の部分２３１から延びる所、および軸Ｂに沿った第２の部分２３２が軸Ａに沿
った第１の部分２３１から分岐する所に配置される。したがって、湾曲部２２３は、非線
形のまたは不規則な表面、例えば、輪郭、湾曲部などを有する外耳道の領域に位置決めす
ることができ、変換器およびマイクロホンを真っ直ぐの組立により可能となるよりも外耳
道内の少し遠くに位置決めすることが可能になり得る。
【００３６】
　湾曲部２２３におけるイヤーバッド本体１０２の領域は、湾曲部２２３の位置、面積お
よび角度が人によって異なることがあるので、外耳道の断面積および他の寸法よりも小さ
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い、本体１０２の断面積を有する。例えば、図４に示すように、外耳道３０４内の第１の
湾曲部３０３は、典型的な人の場合、外耳道入口３０１から約６～９ｍｍであり得る。
【００３７】
　また、イヤーバッドチップ１０６によって外耳道表面に対して形成された密閉は、湾曲
部１０９、２２３の領域において形成されない可能性があるが、チップ１０６の円錐形状
の本体に沿ってさらに後ろに延びる可能性がより高い。図４を参照すると、外耳道入口の
楕円形は、９ｍｍ×６．５ｍｍの平均寸法を有することができる。密閉は、外耳道３０４
への入口３０１と外耳道３０４内の第１の湾曲部３０３との間のどこかの、イヤーバッド
チップ１０６と外耳道との間に、または鼓膜の方向に外耳道３０４に沿ってさらに遠くに
、または特定の外耳道の実際の寸法が円錐形状部分２３１の最大の寸法よりも小さくなる
所はどこでも、形成することができる。
【００３８】
　空洞２２６と開口部２２７とを備える本体１０２の内部は、内部湾曲部２２９（本体１
０２の外部表面における湾曲部２２３と区別される）を含むことができる。空洞２２６は
、第１の部分２３１にあってよく、空洞２２６への開口部２２７は、第２の部分２３２に
あってよい。第１の部分２３１および空洞２２６は、軸Ａに沿って第１の延長の方向に延
びる。第２の部分２３２および空洞２２６への開口部２２７は、第１の延長の方向に対し
てある角度をなして軸Ｂに沿って第２の延長の方向に第１の延長の方向から分岐する。空
洞２２６と開口部２２７との間の内部湾曲部２２９は、第２の部分および空洞２２６への
開口部が第１の延長の方向または軸Ａから分岐する、第１の部分と第２の部分との間のイ
ヤーバッド本体１０２の領域にあってよい。
【００３９】
　保持ループ１０４は、インイヤ型ヘッドホン１０に使用されるように適合される。保持
ループ１０４は、耳の対耳輪に沿って位置決めするように、およびイヤーバッド本体１０
２を外耳道の所定位置に保持するように構築および設計される。いくつかの実施形態にお
いて、本体１０２は、硬質背面筐体区画２２８から延びる結合機構１１１を含む。図１Ｂ
に示すように、保持ループ１０４は、結合機構１１１を介して硬質背面筐体区画２２８に
取り外し可能に結合することができる。
【００４０】
　イヤーバッドチップ１０６は、本体１０２の上に位置決めすることができる。イヤーバ
ッドチップ１０６は、部分的にまたは完全に本体１０２を囲む外側密閉膜を含む。イヤー
バッドチップ１０６は、伸びることができ、または他の方法でイヤーバッド本体１０２の
表面に適合することができる軟質材料で形成され、その柔軟さのため耳に接触している間
、快適さを提供する。実施形態において、本体１０２が一般に円錐形状であり、湾曲部２
２３を含む場合、イヤーバッドチップ１０６も円錐形状であり、湾曲部１０９を含む。イ
ヤーバッドチップ１０６は、イヤーバッドチップ１０６を本体１０２に対して固定するた
めに、本体１０２の壁面における対応するノッチ１０３、ねじ山などに係合する少なくと
も１つのタブ１０７などを含むことができる。
【００４１】
　イヤーバッドチップ１０６は、イヤーバッドの遠位端に配置された硬質メッシュ構造体
１０８を含むことができる。メッシュ構造体１０８は、半球体の形状を有し、場合により
、半球体は、短円筒の端部に配置される。メッシュ構造体１０８は、イヤーバッド本体１
０２の開口部２２７を覆うように構築および構成される。マイクロホンを保持する輪１０
５は、メッシュ構造体１０８の半球体の剛性をさらに増加させることができる。メッシュ
構造体１０８は、軸Ｂに沿って第２の延長の方向に延びる。メッシュ構造体１０８は、多
孔質構造であり、低い音響抵抗を有するかまたは音響抵抗を何も有さない材料で形成され
る。例えば、メッシュ構造体１０８は、金網または低音響抵抗織物など、金属であっても
なくてもよい布、および少なくとも１つの構造層、例えば、穴または穿孔などを有する金
属薄板または複合材料で形成することができる。低音響抵抗織物の一例には、Ｓａａｔｉ
　Ｓ．ｐ．Ａ．によって提供されるものがある。
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【００４２】
　図４は、いくつかの例による、耳の中に位置決めされたインイヤ型ヘッドホン１０の断
面図である。上記に説明したように、イヤーバッド本体１０２の表面は、外耳道３０４内
の湾曲部に対応するための湾曲部２２３を含む。イヤーバッドチップ１０６は、イヤーバ
ッド本体１０２の周りに位置決めすることができ、イヤーバッド湾曲部２２３と適合する
湾曲部１０９を含む。ノズル開口部２２７は、外耳道３０４への入り口３０１内に、およ
び外耳道３０４内に延びるためにイヤーバッド本体１０２の円錐形状部分２３１に対して
ある角度で曲げられている。イヤーバッド本体１０２、より具体的には、本体１０２の第
２の部分２３２と、イヤーバッドチップ１０６の遠位端におけるメッシュ構造体１０８と
の適切な位置決めは、第１の湾曲部３０３と耳介腔３０７との間の安定した位置決めのた
めにループ１０４を耳の対珠３０５に位置決めすることによって達成することができる。
【００４３】
　いくつかの例において、ヘッドホン１０は、背面空洞２２６に対する外耳道３０４内の
圧力の平衡を保つために本体１０２の遠位端の表面を貫通して延びる均圧管（図示せず）
を含むことができ、したがって、変換器２２２は、イヤーバッド挿入／取外しの間、悪影
響を受けない。別の均圧管を背面空洞２２６と外部環境との間に延ばすことができ、した
がって、２つの管の組合せにより、外耳道から背面空洞２２６への、および外部環境への
圧力の平衡を保つことができる。
【００４４】
　イヤーバッド本体１０２の形状および構成は、周波数応答の改善およびＡＮＲ性能の改
善をもたらすことができ、すなわち、湾曲部２２３により、イヤーバッド本体１０２の円
錐形状部分２３１とは異なる延長の方向を有するノズル開口部２２７が、線形で単一の延
長の方向を有する外側表面を有するノズルよりも外耳道３０４内のさらに遠くに延びるこ
とが可能になることによってもたらすことができる。また、イヤーバッド本体１０２上の
ノズルチップ１０６の構成により、本体１０２と外耳道３０４の表面との間の密閉の形成
が容易になる可能性がある。
【００４５】
　上記に説明したように、本体１０２は、イヤホン１０の音響素子を装着者の耳の物理的
構造に無理なく結合するように構築される。図４に示すように、本体１０２は、外耳道３
０４の輪郭に沿って進むが、外耳道３０４の皮膚に対して顕著な圧力を加えないような形
状にされる。同時に、本体１０２およびイヤーバッドチップ１０６は、最低圧力を用いて
外耳道３０４への密閉をもたらし、したがって、耳への刺激をほとんどもたらさないか、
またはまったくもたらさない可能性がある。
【００４６】
　マイクロホン２２４および変換器２２２は、後部空洞２２６から延び、外耳道３０４内
に、例えば、第１の湾曲部３０３と第２の湾曲部３０６との間に位置決めされる。そうす
る際に、これらの構成部品は、それらを損傷することがある粒子の影響を受けやすい。イ
ヤーバッドチップ１０６の遠位端におけるメッシュ構造体１０８は、粒子または他の望ま
しくない物体がマイクロホン２２４および変換器２２２に達するのを防止する。メッシュ
構造体１０８の遮蔽織物半球体は、メッシュ構造体１０８が外耳道３０４の側壁に当接し
た場合に、外耳道３０４の刺激を低減するために設けられる。他の実施形態において、メ
ッシュ構造体１０８は、外耳道３０４内に位置決めされるが、耳に挿入後は外耳道３０４
に接触しない。この織物は、メッシュ構造体１０８の半球体に構造的剛性をもたらすこと
もできる。
【００４７】
　いくつかの実装形態を説明してきた。それにもかかわらず、前述の説明が特許請求の範
囲によって定義される本発明概念の範囲を示すこと、およびその範囲を限定しないことが
意図されることを理解するであろう。他の例は、以下の特許請求の範囲内にある。
【符号の説明】
【００４８】
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　　１０　インイヤ型ヘッドホン
　　１０２　イヤーバッド本体
　　１０３　ノッチ
　　１０４　保持ループ
　　１０５　結合素子、マイクロホンを保持する輪
　　１０６　イヤーバッドチップ、ノズルチップ
　　１０７　タブ
　　１０８　硬質メッシュ構造体
　　１０９　湾曲部
　　１１１　結合機構
　　２２２　変換器
　　２２３　湾曲部、第２の側面、イヤーバッド湾曲部
　　２２４　マイクロホン
　　２２６　空洞、背面空洞、後部空洞、円錐空洞
　　２２７　開口部、ノズル開口部
　　２２８　背面領域、硬質背面筐体区画
　　２２９　内部湾曲部
　　２３０　第１の側面
　　２３１　第１の部分、円錐形状部分
　　２３２　第２の部分
　　３０１　外耳道入口、入口
　　３０３　第１の湾曲部
　　３０４　外耳道
　　３０５　対珠
　　３０６　第２の湾曲部
　　３０７　耳介腔
　　Ａ　中心軸
　　Ｂ　軸
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