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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端部と、第２の端部と、前記第１の端部と前記第２の端部との間を相互に接続す
る通路を有する外表面と、を有する装着部と、
　前記装着部の内側に配置され、電気音響変換装置の音導管と係合されるための取付部と
　を具備し、
　前記通路は、前記外表面に設けられた複数の突起間に形成され、
　前記複数の突起は、前記第１の端部側に形成されたテーパ状の第１の縁部と、前記第２
の端部側に形成されたエッジ状の第２の縁部とをそれぞれ有する
　イヤピース。
【請求項２】
　請求項１に記載のイヤピースであって、
　前記通路は、前記外表面に形成された溝部である
　イヤピース。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のイヤピースであって、
　前記通路は、前記装着部の軸方向に沿って形成された複数の第１の通路部を有する
　イヤピース。
【請求項４】
　請求項３に記載のイヤピースであって、
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　前記通路は、前記複数の第１の通路部を相互に接続する複数の第２の通路部をさらに有
する
　イヤピース。
【請求項５】
　第１の端部と、第２の端部と、前記第１の端部と前記第２の端部との間を相互に接続す
る通路を有する外表面と、を有する装着部と、
　前記装着部の内側に配置され、電気音響変換装置の音導管と係合されるための取付部と
　を具備し、
　前記通路は、前記外表面に設けられた複数の突起間に形成され、
　前記複数の突起はそれぞれ、吸盤形状を有する
　イヤピース。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載のイヤピースであって、
　前記装着部は、前記通路に設けられた複数の貫通孔をさらに有する
　イヤピース。
【請求項７】
　第１の端部と、第２の端部と、前記第１の端部から前記第２の端部へ向けて水分を排出
することが可能な通路を有する外表面と、を有する装着部と、
　前記装着部の内側に配置され、電気音響変換装置の音導管と係合されるための取付部と
　を具備し、
　前記通路は、前記外表面に設けられた複数の突起間に形成され、
　前記複数の突起は、前記第１の端部側に形成されたテーパ状の第１の縁部と、前記第２
の端部側に形成されたエッジ状の第２の縁部とをそれぞれ有する
　イヤピース。
【請求項８】
　電気音響変換素子と、前記電気音響変換素子で発生した音波を導出する音導管とを有す
る本体と、
　　第１の端部と、第２の端部と、前記第１の端部と前記第２の端部との間を相互に接続
する通路を有する外表面と、を有する装着部と、
　　前記装着部の内側に配置され、前記音導管と係合された取付部と
　を有するイヤピースと
　を具備し、
　前記通路は、前記外表面に設けられた複数の突起間に形成され、
　前記複数の突起は、前記第１の端部側に形成されたテーパ状の第１の縁部と、前記第２
の端部側に形成されたエッジ状の第２の縁部とをそれぞれ有する
電気音響変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、ユーザの外耳道に装着されるイヤピースおよびこれを備えた電気音響変換装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、耳栓型と称され、先端部にイヤピースを取り付けたインナー型のイヤホンが多数
商品化されている。イヤピースは、電気音響変換装置の音道管先端に取り付けられ、ユー
ザの外耳道に装着される。この種のイヤピースにおいては、近年、ジョギング等の運動中
での使用ニーズが高まっている。
【０００３】
　一方、イヤピースは、汗や水分、皮脂等の付着によって外耳道との摩擦力が低下するこ
とで、運動中に耳から外れてしまいやすい。そこで、例えば特許文献１には、外耳道に着
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脱可能に装着されるイヤーパッドであって、中空円筒状に形成された本体の外周面に、該
本体と同じ弾性材料からなる多数のひだ状遮音壁が軸方向に所定の間隔をおいてリング状
に一体に設けられたものが記載されている。これにより汗や脂による摩擦力の低下の影響
が受けにくくなるとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２８４１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の構造では、汗や皮脂で上記イヤーパッドの外周面が
濡れてしまうと、何度も装着し直したとしても、当該汗や皮脂等の水分を除去することは
できない。このため装着し直すたびに、上記外周面上の水分を拭き取る作業をしないと、
快適な装着感を維持できなかった。
【０００６】
　以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、汗や皮脂による耳からの抜け落ちを抑制し
つつ、快適な装着感を維持することが可能なイヤピースおよびこれを備えた電気音響変換
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術の一形態に係るイヤピースは、装着部と、取付部とを具備する。
　上記装着部は、第１の端部と、第２の端部と、外表面とを有する。上記外表面は、上記
第１の端部と上記第２の端部との間を相互に接続する通路を有する。
　上記取付部は、上記装着部の内側に配置され、電気音響変換装置の音導管と係合可能に
構成される。
【０００８】
　上記イヤピースは、装着部の外表面と外耳道の内壁面との間に介在する汗や皮脂等の水
分を上記通路内に導き、装着部と外耳道との間の摩擦力の低下を抑制する。これにより、
例えば運動時においてもイヤピースを耳から抜け落ちにくくすることができる。また、イ
ヤピースを外耳道に挿入する際、上記通路を介して、外耳道の内壁に付着した水分を耳の
外側へ排出することができる。これにより装着部表面上の水分を拭き取る作業を必要とす
ることなく、快適な装着感を得ることが可能となる。
【０００９】
　上記通路は、上記外表面に設けられた複数の突起間に形成されてもよいし、上記外表面
に形成された溝部であってもよい。
【００１０】
　上記通路は、典型的には、上記装着部の軸方向に沿って形成された複数の第１の通路部
を有する。第１の通路部は、直線的な通路であってもよいし、蛇行した通路であってもよ
い。
　この場合、上記通路は、上記複数の第１の通路部を相互に接続する複数の第２の通路部
をさらに有してもよい。
【００１１】
　上記複数の突起は、第１の縁部と、第２の縁部とをそれぞれ有していてもよい。上記第
１の縁部は、上記第１の端部側に形成されたテーパ状の縁部であり、上記第２の縁部は、
上記第２の端部側に形成されたエッジ状の縁部である。
　第１の縁部がテーパ状に形成されているため、外耳道へのイヤピースの装着性が高めら
れる。一方、第２の縁部がエッジ状に形成されているため、外耳道からイヤピースを抜き
取る際に、外耳道の内壁面に付着した汗や皮脂等の水分を掻き出す作用を得ることができ
る。
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【００１２】
　あるいは、上記複数の突起はそれぞれ、吸盤形状を有してもよい。これにより、装着部
の外表面と外耳道の内壁面との間の密着性を高めることができる。
【００１３】
　上記装着部は、上記通路に設けられた複数の貫通孔をさらに有してもよい。これにより
通路内の水分を装着部の内表面側へ導くことができるため、当該水分の排出効率が高めら
れる。
【００１４】
　本技術の他の形態に係るイヤピースは、装着部と、取付部とを有する。
　上記装着部は、第１の端部と、第２の端部と、上記第１の端部から上記第２の端部へ向
けて水分を排出することが可能な通路を有する外表面とを有する。
　上記取付部は、上記装着部の内側に配置され、電気音響変換装置の音導管と係合可能に
構成される。
【００１５】
　本技術の一形態に係る電気音響変換装置は、本体と、イヤピースとを具備する。
　上記本体は、電気音響変換素子と、上記電気音響変換素子で発生した音波を導出する音
導管とを有する。
　上記イヤピースは、装着部と、取付部とを有する。上記装着部は、第１の端部と、第２
の端部と、上記第１の端部と上記第２の端部との間を相互に接続する通路を有する外表面
とを有する。上記取付部は、上記装着部の内側に配置され、上記音導管と係合される。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように、本技術によれば、汗や皮脂による耳からの抜け落ちを抑制しつつ、快適
な装着感を維持することができる。
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本技術の一実施形態に係る電気音響変換装置を示しており、Ａは、ユーザの左耳
への装着状態を示す図、Ｂは、背面方向から見た斜視図、Ｃは側面図、Ｄは背面図、Ｅは
正面図、Ｆは背面図である。
【図２】上記電気音響変換装置の分解斜視図である。
【図３】上記電気音響変換装置の縦断面図である。
【図４】本技術の第１の実施形態に係るイヤピースの側面図である。
【図５】図４におけるＡ－Ａ’断面図である。
【図６】上記イヤピースの外観を示す斜視図である。
【図７】図４におけるＢ－Ｂ’断面図である。
【図８】本技術の第２の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。
【図９】図８における要部の概略断面図である。
【図１０】本技術の第３の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。
【図１１】図１０における要部の概略断面図である。
【図１２】本技術の第４の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。
【図１３】本技術の第５の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。
【図１４】本技術の第６の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。
【図１５】本技術の第７の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。
【図１６】変形例に係るイヤピースの概略側面図である。
【図１７】変形例に係るイヤピースの概略側面図である。
【図１８】変形例に係るイヤピースの概略側面図である。
【図１９】変形例に係るイヤピースの概略側面図である。
【図２０】変形例に係るイヤピースの概略側面図である。
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【図２１】変形例に係るイヤピースの概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本技術に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。
【００１９】
＜第１の実施形態＞
［電気音響変換装置］
　図１Ａ～Ｆは、電気音響変換装置としてのイヤホンの構成を示している。本実施形態で
は、主として楽曲を再生するイヤホンを例に挙げて説明する。イヤホンは、典型的には一
対一組で構成され、それぞれユーザの右耳および左耳に装着されて使用される。
【００２０】
　ここで、図１Ａは、ユーザの左耳に装着されるイヤホン１００の装着状態を示す図、図
１Ｂは、イヤホン１００を背面方向から見た斜視図である。図１Ｃ～Ｆは、イヤホン１０
０の全体を示しており、図１Ｃは右側面図、図１Ｄは左側面図、図１Ｅは正面図、図１Ｆ
は背面図である。
【００２１】
　イヤホン１００は、略円盤状のハウジング１１０と、ハウジング１１０に突設した略円
筒状の音導管１４０と、音導管１４０の先端部に取り付けられたイヤピース１５０とを含
む。また、イヤホン１００は、背面側に突設されたブッシング１６０と、ブッシング１６
０により保持されたケーブル１７０とを含む。
【００２２】
　ハウジング１１０は、略Ｌ字状に屈折された前面キャップ１８０と、略半円筒状の後面
キャップ１８５とにより、部分的に覆われている。ハウジング１１０は、筐体の小型・薄
型化のために、例えば、マグネシウム等の軽量で堅牢な材料で形成されている。
【００２３】
　図２は、イヤホン１００の分解斜視図である。
【００２４】
　ハウジング１１０は、振動板１９８（電気音響変換素子）を有するドライバユニット１
９０を収納し、振動板１９８の前面を囲む空間を形成する。ドライバユニット１９０は、
ケーブル１７０を介して供給される音声信号に応じて振動板１９８を駆動することで、振
動板１９８の前面空間で空気振動を発生させる。なお、ハウジング１１０の上面には、振
動板１９８の前面空間をハウジング１１０の外部に連通させる通気孔１２６が設けられて
いる。
【００２５】
　音導管１４０は、イヤホン１００の正面側に突出するようにハウジング１１０と一体成
形されており、イヤピース１５０を介して外耳道に挿入される。音導管１４０は、ドライ
バユニット１９０により発生された空気振動を、音声信号に対応する可聴域の音波として
外耳道に導出する。
【００２６】
　イヤピース１５０は、例えば、シリコーンゴム、ウレタン、ＮＢＲ（ニトリルゴム）、
エラストマなどの弾性材料により形成されている。イヤピース１５０は、ユーザの外耳道
の形状に追従して変形することで、外耳道に密着した状態で、外耳道にハウジング１１０
を保持させる。
【００２７】
　ブッシング１６０は、例えば、エラストマ等の弾性材料により形成されている。ブッシ
ング１６０は、ドライバユニット１９０に接続されるケーブル１７０の引き出し位置をハ
ウジング１１０に対して固定する。ブッシング１６０は、耳介との干渉を考慮してハウジ
ング１１０の背面側から延設され、イヤホン１００の装着時には略鉛直下向きをなし、ユ
ーザが指先で掴むことができるように配されている。
【００２８】
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　前面キャップ１８０は、例えば、ステンレス等により形成され、後面キャップ１８５は
、例えば、プラスチック等により形成されている。前面キャップ１８０および後面キャッ
プ１８５は、ハウジング１１０、ケーブル１７０、通気孔１２８，１３６等を保護してい
る。
【００２９】
　次に、イヤホン１００の内部構成について説明する。図３は、振動板１９８の装着面Ｐ
に対して垂直で、かつ、音導管１４０の中心軸Ｃ１を含む断面線に沿ったイヤホン１００
の縦断面図である。
【００３０】
　図２および図３に示すように、ハウジング１１０は、各々が略椀状に形成された前面ハ
ウジング１２０および後面ハウジング１３０で構成される。ハウジング１１０は、ドライ
バユニット１９０を収納した状態で、例えば、超音波溶着などにより、前面ハウジング１
２０および後面ハウジング１３０を接合して形成される。　
【００３１】
　前面ハウジング１２０は、略椀状の前面部１２２と、前面部１２２を構成する側壁の一
部から突出した音導管１４０と、側壁の他部から屈曲形成された屈曲部１２４とを含む。
イヤホン１００の装着時において、前面部１２２は、ユーザの略正面側に配され、音導管
１４０は、ユーザの外耳道と略同軸をなすように配され、屈曲部１２４は、ユーザの略側
面側に配される。
【００３２】
　前面部１２２には、椀底に相当する部分に凹部１２３が形成され、屈曲部１２４との境
界付近に通気孔１２８が形成されている。音導管１４０には、環状の係合凸部１４１が形
成されている。屈曲部１２４は、ユーザの側面側から見てＵ字状の平面形状で、前面部１
２２を構成する側壁から突出した側壁１２５を有している。屈曲部１２４には、ブッシン
グ１６０、ケーブル１７０などを収納するために、側壁１２５により囲まれた空間が形成
される。そして、側壁１２５のうち前面部１２２との境界側に位置する部分には、通気孔
１２６およびブッシング取付孔１２７が設けられている。
【００３３】
　後面ハウジング１３０は、略椀状の後面部１３２と、椀底に相当する部分の一部に湾曲
した平面形状で側壁１３５が立設した湾曲部１３４とを含む。湾曲部１３４には、ケーブ
ル１７０を収納するために、側壁１３５により囲まれた空間が形成される。イヤホン１０
０の装着時において、後面部１３２は、ユーザの略背面側に配され、湾曲部１３４は、ユ
ーザの耳介と干渉することなしに、対珠の上部空間に配される。また、湾曲部１３４の下
側に位置する後面部１３２は、屈曲部１２４の下側に位置する前面部１２２とともに、珠
間切痕ｄ（図１Ａ参照）に配される。
【００３４】
　後面部１３２は、前面部１２２に略対応する形状を有している。湾曲部１３４の側壁１
３５により形成される空間は、屈曲部１２４の側壁１２５により形成される空間と略同一
の幅を有しており、両方の空間が接続されて一つの空間が形成されている。
【００３５】
　イヤピース１５０は、音導管１４０に取り付けられる取付部１５２と、取付部１５２の
周囲に空間を形成するように取付部１５２の先端から外側に連設された装着部１５６と、
音導管１４０の係合凸部１４１に係合するように取付部１５２に設けられた係合凹部１５
３ａとを含む。イヤピース１５０は、外耳道と略同軸をなすように、外耳道に挿入され、
装着部１５６を介して外耳道に装着される。
【００３６】
　ブッシング１６０は、取付部１６２と、取付部１６２から延設されたケーブル固定部１
６４とを含む。取付部１６２は、前面ハウジング１２０の屈曲部１２４に設けられたブッ
シング取付孔１２７に対して僅かに回動可能な状態で取り付けられる。ケーブル固定部１
６４は、ドライバユニット１９０に接続されるケーブル１７０の引き出し位置をハウジン
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グ１１０に対して固定する。
【００３７】
　前面キャップ１８０は、前面ハウジング１２０の凹部１２３と屈曲部１２４の側壁１２
５とにより形成された空間を覆うように形成されている。後面キャップ１８５は、前面ハ
ウジング１２０の屈曲部１２４に接続されるように、後面ハウジング１３０の湾曲部１３
４の側壁１３５により形成された空間を覆うとともに、その一端に通気孔１８６が形成さ
れている。また、前面キャップ１８０および後面キャップ１８５は、前面ハウジング１２
０および後面ハウジング１３０に設けられた通気孔１２８，１３６を各々覆うように形成
されている。
【００３８】
　ケーブル１７０は、図３に示すように、前面ハウジング１２０の側壁１２５により形成
された空間に配されたブッシング１６０の取付部１６２を介して、前面ハウジング１２０
の背面側に配される。ケーブル１７０は、後面ハウジング１３０の側壁１３５により形成
された空間に引き込まれて、結び玉１７４を介してドライバユニット１９０側のケーブル
１７６と結線される。そして、前面ハウジング１２０および後面ハウジング１３０に前面
キャップ１８０および後面キャップ１８５を各々装着することで、ハウジング１１０の背
面側に配されたブッシング１６０およびケーブル１７０が保護される。
【００３９】
　ドライバユニット１９０は、フレーム１９２、マグネット１９４、ポールピース１９６
および振動板１９８で構成される。ドライバユニット１９０では、マグネット１９４によ
り構成される磁気回路中に、ボイスコイル１９９を有する振動板１９８が配置され、ケー
ブル１７０を介してボイスコイル１９９に供給された音声信号に応じて、振動板１９８が
駆動される。ドライバユニット１９０は、フレーム１９２を介して、前面ハウジング１２
０と後面ハウジング１３０との間に挟持された状態でハウジング１１０に一体化されるこ
とで、不要な振動が抑制され、低音域での音質を向上させる。また、ハウジング１１０に
収納された状態で、ドライバユニット１９０の前面および後面に空間が各々形成される。
【００４０】
［イヤピース］
　続いて、イヤピース１５０の詳細について説明する。図４は、イヤピース１５０の側面
図、図５は、図４におけるＡ－Ａ’断面図、図６は、イヤピース１５０の外観を示す斜視
図である。
【００４１】
　図５に示すように、イヤピース１５０は、取付部１５２と、装着部１５６とを有する。
【００４２】
　取付部１５２は、略笠状の装着部１５６の内側に配置される。取付部１５２は、イヤホ
ン１００に突設された音導管１４０に係合されるためのもので、音波の導出方向に向けて
延設されている。取付部１５２は、円筒状の軸部で構成され、音導管１４０に取り付けら
れる取付端部１５３と、音導管１４０を通じて導かれた音波を導出する導出部１５４と、
導出部１５４の先端に位置する先端部１５５とを有する。
【００４３】
　取付端部１５３には、音導管１４０の周囲に設けられた係合凸部１４１に係合するよう
に係合凹部１５３ａが設けられている。先端部１５５には、装着部１５６の第１の端部１
５７に設けられた接続面１５７ａに対応する形状の先端面１５５ａが形成され、これら先
端面１５５ａおよび接続面１５７ａを介して取付部１５２と装着部１５６とが一体成形さ
れている。
【００４４】
　装着部１５６は、取付部１５２の先端面１５５ａから取付部１５２の外側に連設され、
取付部１５２の周囲に空間を形成している。これにより、耳介の形状、装着位置の変化な
どに追従して装着部１５６が変形し、外耳道に対する装着性をさらに向上させることがで
きる。
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【００４５】
　装着部１５６は、第１の端部１５７と、笠部１５８と、第２の端部１５９とを有する。
【００４６】
　第１の端部は、イヤピース１５０の先端を形成し、取付部１５２と接続される接続面１
５７ａと、取付部１５２の内部を開放する開口部１５７ｂとを有する。第２の端部１５９
は、第１の端部１５７とは反対側の笠部１５８の周縁を形成する。
【００４７】
　笠部１５８は、第１の端部１５７に連設され、取付部１５２の周囲を囲むように取付部
１５２の外側に配置される。イヤピース１５０の中心軸に対する笠部１５８の口径は、第
１の端部１５７から第２の端部１５９に向かって徐々に拡大するように形成される。笠部
１５８は、イヤピース１５０の装着時に外耳道と接する外表面１５８ａと、取付部１５２
と対向する内表面１５８ｂとを有する。
【００４８】
　図４に示すように、笠部１５８の外表面１５８ａは、第１の端部１５７と第２の端部１
５９との間を接続する通路Ｓ１０を有する。通路Ｓ１０は、笠部１５８の外表面１５８ａ
に設けられた凹状の通路であり、主として、外耳道内の汗や皮脂等の水分を第１の端部１
５７側から第２の端部１５９側へ向けて排出する機能を有する。
【００４９】
　通路Ｓ１０は、複数の第１の通路部Ｓ１１と、複数の第２の通路部Ｓ１２とを有する。
複数の第１の通路部Ｓ１１は、装着部１５６の軸方向に沿って形成される。複数の第２の
通路部Ｓ１２は、装着部１５６の周方向に沿って形成され、複数の第１の通路部Ｓ１１を
相互に接続する。
【００５０】
　本実施形態において、通路Ｓ１０は、笠部１５８の外表面１５８ａに設けられた複数の
突起Ｔ１０の間に形成される。各々の突起Ｔ１０は、外観形状が矩形の板状の凸部で形成
されている。各々の突起Ｔ１０は、装着部１５６の軸方向および周方向に適宜の間隔をあ
けて配列されており、これら突起Ｔ１０間に第１の通路部Ｓ１１および第２の通路部Ｓ１
２を各々形成している。複数の突起Ｔ１０は、笠部１５８の外表面１５８ａの全域に、一
定の密度で配列されている。
【００５１】
　複数の突起Ｔ１０各々は、主として、略平行四辺形に形成され、長辺側の両縁部が装着
部１５６の軸方向に対して傾斜し、短辺側の両縁部が装着部１５６の軸方向に平行に形成
されている。本実施形態において、各突起Ｔ１０は、装着部１５６の軸方向に整列してい
る。また、隣接する各列の突起Ｔ１０は、長辺側の縁部の傾斜方向を交互に反転させて、
装着部１５６の周方向に配列されている。複数の突起Ｔ１０はそれぞれ略同一の大きさ・
形状を有するが、装着部１５６の第２の端部１５９側に位置する一部の突起Ｔ１０は、他
の突起Ｔ１０とは形状が異なる矩形状に形成される。
【００５２】
　図７は、図４における装着部１５６のＢ－Ｂ’断面図である。
【００５３】
　複数の突起Ｔ１０は、第１の縁部Ｔ１０ａと第２の縁部Ｔ１０ｂと、これらの間に形成
された平坦部Ｔ１０ｃとをそれぞれ有する。第１の縁部Ｔ１０ａは、第１の端部１５７側
に位置する突起Ｔ１０の長辺側の縁部であって、平坦部Ｔ１０ｃに向かって上り傾斜とな
るテーパ状に形成される。一方、第２の縁部Ｔ１０ｂは、第２の端部１５９側に位置する
突起Ｔ１０の長辺側の縁部であって、平坦部Ｔ１０ｃから笠部１５８の外表面１５８ａに
向けて垂直あるいは逆テーパ状に切り落とされたエッジ状に形成される。
【００５４】
　複数の突起Ｔ１０は、笠部１５８の外表面１５８ａにそれぞれ一体的に形成される。し
たがって複数の突起Ｔ１０は、笠部１５８と同一の弾性材料で構成され、外耳道への装着
時に適度に弾性変形することが可能に構成される。
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【００５５】
　笠部１５８の外表面１５８ａからの突起Ｔ１０の突出量、突起Ｔ１０の配列間隔などは
特に限定されず、外耳道に対して所定の装着感が得られ、かつ、外耳道内の水分を適切に
受容できる通路幅が得られる大きさに形成される。
【００５６】
　以上のように構成される本実施形態のイヤピース１５０は、第１の端部１５７側から外
耳道へ挿入されることで、外耳道に装着される。このとき装着部１５６は、外耳道の形状
に応じて柔軟に弾性変形し、その笠部１５８の外表面１５８ａに設けられた複数の突起Ｔ
１０が外耳道の内壁面に密着することで、安定した装着感を得ることができる。
【００５７】
　本実施形態によれば、突起Ｔ１０の第１の縁部Ｔ１０ａがテーパ状に形成されているた
め、外耳道へのイヤピース１５０の装着性を高めることができる。
【００５８】
　そして本実施形態におけるイヤピース１５０は、笠部１５８の外表面１５８ａに通路Ｓ
１０が設けられているため、装着部１５６の外表面と外耳道の内壁面との間に介在する汗
や皮脂等の水分が通路Ｓ１０内に導かれて、装着部１５６と外耳道との間の摩擦力の低下
が抑制される。これにより、例えば運動時においてもイヤピース１５０を耳から抜け落ち
にくくすることができる。
【００５９】
　本実施形態によれば、第１の通路部Ｓ１１および第２の通路部Ｓ１２によって、装着部
１５６の外表面のほぼ全域にわたって通路Ｓ１０が網目状あるいは格子状に形成されてい
るため、外耳道内の水分を効率よく通路Ｓ１０内に導くことができる。これにより、装着
部１５６の表面と外耳道の内面との間における上記水分の膜の形成が極力抑えられ、安定
した装着感を確保することができる。
【００６０】
　また本実施形態に係るイヤピース１５０においては、通路Ｓ１０が装着部１５６の第１
の端部１５７と第２の端部１５９との間を相互に接続するように形成されているため、イ
ヤピース１５０を外耳道に挿入する際、通路Ｓ１０を介して、外耳道の内壁に付着した水
分を第１の端部１５７から第２の端部１５９へ向けて排出することができる。これにより
装着部表面の水分を拭き取る作業を必要とすることなく、快適な装着感を得ることができ
るとともに、安定した装着状態を維持することが可能となる。しかも、第２の通路部Ｓ１
２が第１の端部１５７から第２の端部１５９に向かって斜め方向に形成されているため、
外耳道からの水分のはき出し効果を高めることができる。
【００６１】
　さらに、突起Ｔ１０の第２の縁部Ｔ１０ｂがエッジ状に形成されているため、イヤピー
ス１５０を外耳道から抜き取る際、各突起Ｔ１０の第２の縁部Ｔ１０ｂによって外耳道の
内面に付着した水分を掻き出す作用が得られる。このようにイヤピース１５０を装着し直
すたびに、外耳道に残留する汗や皮脂等の水分を効率よく排出することができるため、快
適な装着感を容易に維持することができる。
【００６２】
　さらに本実施形態によれば、通路Ｓ１０を外部からの音が通過する音道として機能させ
ることができる。これにより、イヤピース１５０の装着時においてもユーザは周囲の音を
感知することが可能となる。
【００６３】
＜第２の実施形態＞
　図８は、本技術の第２の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。以下、
第１の実施形態と異なる構成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成について
は同様の符号を付しその説明を省略または簡略化する。
【００６４】
　本実施形態に係るイヤピース２５０は、装着部２５６と、装着部２５６の内側に配置さ
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れた取付部１５２とを有する。装着部２５６は、第１の実施形態で説明した装着部１５６
に対応し、第１の端部１５７と、第２の端部１５９と、第１の端部１５７と第２の端部１
５９との間を相互に接続する通路Ｓ２０を有する外表面１５８ａとを有する。
【００６５】
　通路Ｓ２０は、複数の突起Ｔ２０の間に形成される。複数の突起Ｔ２０は、第１の実施
形態と同様に、装着部２５６の軸方向および周方向にそれぞれ所定の間隔をおいて配列さ
れている。本実施形態において複数の突起Ｔ２０は、装着部２５６の周方向に長手方向を
有し、第１の端部１５７側に斜辺を有する略三角柱形状に形成されている。
【００６６】
　図９は、突起Ｔ２０の概略断面図である。突起Ｔ２０は、第１の端部１５７側に形成さ
れたテーパ状の第１の縁部Ｔ２０ａと、第２の端部１５９側に形成されたエッジ状の第２
の縁部Ｔ２０ｂとを有する。すなわち突起Ｔ２０は、第１の実施形態で説明した突起Ｔ１
０において平坦部Ｔ１０ｃが省略された形態を有する。
【００６７】
　以上のように構成される本実施形態のイヤピース２５０においても、第１の実施形態と
同様の作用効果を得ることができる。
【００６８】
＜第３の実施形態＞
　図１０は、本技術の第３の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。以下
、第１の実施形態と異なる構成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成につい
ては同様の符号を付しその説明を省略または簡略化する。
【００６９】
　本実施形態に係るイヤピース３５０は、装着部３５６と、装着部３５６の内側に配置さ
れた取付部１５２とを有する。装着部３５６は、第１の実施形態で説明した装着部１５６
に対応し、第１の端部１５７と、第２の端部１５９と、第１の端部１５７と第２の端部１
５９との間を相互に接続する通路Ｓ１０を有する外表面１５８ａとを有する。
【００７０】
　本実施形態において装着部３５６は、通路Ｓ２０に設けられた複数の貫通孔Ｈ３０を有
する。図１１は、通路Ｓ２０の部分断面図である。
【００７１】
　貫通孔Ｈ３０は、笠部１５８の外表面１５８ａと内表面１５８ｂとの間を接続するよう
に形成される。貫通孔Ｈ３０は、図示するように丸孔で形成される例に限られず、長孔、
楕円孔、角孔その他の種々の形状に形成されてもよい。貫通孔Ｈ３０の大きさは特に限定
されないが、汗等の水分が通過できる大きさに形成される。
【００７２】
　以上のように構成される本実施形態のイヤピース３５０においても、第１の実施形態と
同様の作用効果を得ることができる。また本実施形態によれば、通路Ｓ１０に複数の貫通
孔Ｈ３０が設けられているため、通路Ｓ１０内に受容した水分を笠部１５８の内表面１５
８ｂ側へ排出することが可能となる。これにより、通路Ｓ１０の排水性を向上させ、装着
感の更なる向上を図ることができる。
【００７３】
＜第４の実施形態＞
　図１２は、本技術の第４の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。以下
、第１の実施形態と異なる構成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成につい
ては同様の符号を付しその説明を省略または簡略化する。
【００７４】
　本実施形態に係るイヤピース４５０は、装着部４５６と、装着部４５６の内側に配置さ
れた取付部１５２とを有する。装着部４５６は、第１の実施形態で説明した装着部１５６
に対応し、第１の端部１５７と、第２の端部１５９と、第１の端部１５７と第２の端部１
５９との間を相互に接続する通路Ｓ４０を有する外表面１５８ａとを有する。
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【００７５】
　通路Ｓ４０は、複数の突起Ｔ４０の間に形成される。複数の突起Ｔ４０は、第１の実施
形態と同様に、装着部４５６の軸方向および周方向にそれぞれ所定の間隔をおいて配列さ
れている。本実施形態において、複数の突起Ｔ４０は略円盤形状に形成される。通路Ｓ４
０は、複数の突起Ｔ４０間を縫うように蛇行して、第１の端部１５７と第２の端部１５９
との間を相互に接続する。
【００７６】
　以上のように構成される本実施形態のイヤピース４５０においても、第１の実施形態と
同様の作用効果を得ることができる。
【００７７】
＜第５の実施形態＞
　図１３は、本技術の第５の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。以下
、第１の実施形態と異なる構成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成につい
ては同様の符号を付しその説明を省略または簡略化する。
【００７８】
　本実施形態に係るイヤピース５５０は、装着部５５６と、装着部５５６の内側に配置さ
れた取付部１５２とを有する。装着部５５６は、第１の実施形態で説明した装着部１５６
に対応し、第１の端部１５７と、第２の端部１５９と、第１の端部１５７と第２の端部１
５９との間を相互に接続する通路Ｓ５０を有する外表面１５８ａとを有する。
【００７９】
　通路Ｓ４０は、複数の突起Ｔ５０の間に形成される。複数の突起Ｔ５０は、第１の実施
形態と同様に、装着部４５６の軸方向および周方向にそれぞれ所定の間隔をおいて配列さ
れている。本実施形態において、複数の突起Ｔ５０は略円環状の吸盤形状に形成される。
通路Ｓ５０は、複数の突起Ｔ５０間を縫うように蛇行して、第１の端部１５７と第２の端
部１５９との間を相互に接続する。
【００８０】
　以上のように構成される本実施形態のイヤピース５５０においても、第１の実施形態と
同様の作用効果を得ることができる。また本実施形態によれば、複数の突起Ｔ５０がそれ
ぞれ吸盤形状を有するため、装着部５５６と外耳道との間の密着性を高めて、安定した装
着感を得ることができる。また、吸盤を形成する突起Ｔ５０の内部凹所を、外耳道内の水
分を受容する空間部として機能させることもできる。
【００８１】
＜第６の実施形態＞
　図１４は、本技術の第６の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。以下
、第１の実施形態と異なる構成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成につい
ては同様の符号を付しその説明を省略または簡略化する。
【００８２】
　本実施形態に係るイヤピース６５０は、装着部６５６と、装着部６５６の内側に配置さ
れた取付部１５２とを有する。装着部６５６は、第１の実施形態で説明した装着部１５６
に対応し、第１の端部１５７と、第２の端部１５９と、第１の端部１５７と第２の端部１
５９との間を相互に接続する通路Ｓ６０を有する外表面１５８ａとを有する。
【００８３】
　本実施形態において、通路Ｓ６０は、装着部６５６の外表面１５８ａに形成された溝部
で構成される。通路Ｓ６０は、複数の第１の通路部Ｓ６１と、複数の第２の通路部Ｓ６２
とを有する。
【００８４】
　複数の第１の通路部Ｓ６１は、装着部６５６の軸方向に沿って形成される。複数の第２
の通路部Ｓ６２は、装着部６５６の周方向に沿って形成され、複数の第１の通路部Ｓ６１
を相互に接続する。複数の第２の通路部Ｓ６２の一部は、複数の第１の通路部Ｓ６１間を
接続しないように形成されてもよい。
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【００８５】
　通路Ｓ６０は、角溝で構成されてもよいし、丸溝で構成されてもよい。通路Ｓ６０の配
列間隔、通路幅等は特に限定されず、外耳道に対して所定の装着感が得られ、かつ、外耳
道内の水分を適切に受容できる通路幅が得られる大きさに形成される。
【００８６】
　以上のように構成される本実施形態のイヤピース６５０においても、第１の実施形態と
同様の作用効果を得ることができる。
【００８７】
＜第７の実施形態＞
　図１５は、本技術の第７の実施形態に係るイヤピースの外観を示す斜視図である。以下
、第１の実施形態と異なる構成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成につい
ては同様の符号を付しその説明を省略または簡略化する。
【００８８】
　本実施形態に係るイヤピース７５０は、装着部７５６と、装着部７５６の内側に配置さ
れた取付部１５２とを有する。装着部７５６は、第１の実施形態で説明した装着部１５６
に対応し、第１の端部１５７と、第２の端部１５９と、第１の端部１５７と第２の端部１
５９との間を相互に接続する通路Ｓ７０を有する外表面１５８ａとを有する。
【００８９】
　通路Ｓ７０は、複数の突起Ｔ７０の間に形成される。複数の突起Ｔ７０は、第１の実施
形態と同様に、装着部７５６の軸方向および周方向にそれぞれ所定の間隔をおいて配列さ
れている。本実施形態において複数の突起Ｔ７０は、第１の実施形態で説明した突起Ｔ１
０と同様な形状を有するが、第１の実施形態と比較して装着部７５６の外表面１５８ａに
高密度に配置されている。これにより本実施形態における通路Ｓ７０は、第１の実施形態
における通路Ｓ１０よりも狭く形成される。
【００９０】
　以上のように構成される本実施形態のイヤピース７５０においても、第１の実施形態と
同様の作用効果を得ることができる。また本実施形態のように、突起の数で通路の幅を任
意に調整することができる。さらに通路の幅を比較的狭くすることにより、外界の音の聞
き易さの個人によるばらつきを抑えることができる。
【００９１】
＜変形例＞
　以上、本技術の実施形態について説明したが、本技術は上述の実施形態にのみ限定され
るものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿
論である。
【００９２】
　例えば以上の実施形態では、電気音響変換装置として楽曲再生用のイヤホンを例に挙げ
て説明したが、これに限られず、例えば補聴器等にも本技術は適用可能である。
【００９３】
　また以上の実施形態では、装着部表面に形成される通路が第１および第２の通路部で構
成されたが、これに限られず、例えば第１の通路部のみで上記通路が構成されてもよい。
【００９４】
　さらに、装着部表面に形成される突起の形状や配列形態、あるいは装着部表面に形成さ
れる通路の形態は、上述の例に限られず、図１６～図２１に概略的に示すように種々の変
形が可能である。なお図１６～図２１は、説明を分かり易くするため突起の外観の形態の
みを示しており、突起の突出形態に関する記載は省略されている。
【００９５】
　図１６Ａに示すように、長方形状の複数の突起Ｔ１０１が軸方向および周方向に配列さ
れてもよい。また図１６Ｂに示すように、上記突起Ｔ１０１が周方向に所定ピッチずれた
状態で軸方向に配列されてもよい。さらに図１６Ｃに示すように、平行四辺形の複数の突
起Ｔ１０２を各々の長辺および短辺が相互に整列するように配列されてもよい。
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【００９６】
　あるいは図１７Ａに示すように、突起Ｔ１０２が周方向に所定ピッチずれた状態で軸方
向に配列されてもよい。また図１７Ｂに示すように、短辺側の縁部が軸方向に整列された
平行四辺形の複数の突起Ｔ１０３が軸方向に配列されてもよい。さらに図１７Ｃに示すよ
うに突起Ｔ１０３が周方向に所定ピッチずれた状態で軸方向に配列されてもよい。あるい
は図１８Ａに示すように、突起Ｔ１０３と、これに軸対称な形状の突起Ｔ１０４とが周方
向に交互に配列されてもよい。
【００９７】
　突起の形状は上記の例に限られず、図１８Ｂに示すように菱形の突起Ｔ１０５であって
もよいし、図１８Ｃおよび図１９Ａに示すよう三角形状の突起Ｔ１０６であってもよい。
また上記突起は、図１９Ｂおよび図１９Ｃに示すように星型の突起Ｔ１０７であってもよ
いし、長円あるいは楕円形状の突起Ｔ１０８であってもよい。
【００９８】
　あるいは上記突起は、図２０Ａに示すように水滴形状の突起Ｔ１０９であってもよいし
、図２０Ｂに示すように短冊状の突起Ｔ１１０であってもよい。また図２０Ｃに示すよう
に形状の異なる複数の突起Ｔ１１１が採用されてもよい。
【００９９】
　突起の形態は、単純な幾何学的形状のものに限られず、図２１Ａに示すように所定の文
字を構成する突起Ｔ１１２であってもよいし、図２１Ｂに示すように所定の装飾が施され
た突起Ｔ１１３であってもよい。
【０１００】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）第１の端部と、第２の端部と、前記第１の端部と前記第２の端部との間を相互に接
続する通路を有する外表面と、を有する装着部と、
　前記装着部の内側に配置され、電気音響変換装置の音導管と係合されるための取付部と
　を具備するイヤピース。
（２）上記（１）に記載のイヤピースであって、
　前記通路は、前記外表面に設けられた複数の突起間に形成される
　イヤピース。
（３）上記（１）に記載のイヤピースであって、
　前記通路は、前記外表面に形成された溝部である
　イヤピース。
（４）上記（１）～（３）のいずれか１つに記載のイヤピースであって、
　前記通路は、前記装着部の軸方向に沿って形成された複数の第１の通路部を有する
　イヤピース。
（５）上記（４）に記載のイヤピースであって、
　前記通路は、前記複数の第１の通路部を相互に接続する複数の第２の通路部をさらに有
する
　イヤピース。
（６）上記（２）に記載のイヤピースであって、
　前記複数の突起は、前記第１の端部側に形成されたテーパ状の第１の縁部と、前記第２
の端部部側に形成されたエッジ状の第２の縁部とをそれぞれ有する
　イヤピース。
（７）上記（２）に記載のイヤピースであって、
　前記複数の突起はそれぞれ、吸盤形状を有する
　イヤピース。
（８）上記（１）～（７）のいずれか１つに記載のイヤピースであって、
　前記装着部は、前記通路に設けられた複数の貫通孔をさらに有する
　イヤピース。
【符号の説明】



(14) JP 6060915 B2 2017.1.18

10

【０１０１】
　１００…イヤホン
　１４０…音導管
　１５０，２５０，３５０，４５０，５５０，６５０…イヤピース
　１５２…軸部
　１５６，２５６，３５６，４５６，５５６，６５６…装着部
　１５７…第１の端部
　１５８ａ…外表面
　１５９…第２の端部
　Ｓ１０，Ｓ２０，Ｓ４０，Ｓ５０，Ｓ６０…通路
　Ｓ１１，Ｓ６１…第１の通路部
　Ｓ１２，Ｓ６２…第２の通路部
　Ｔ１０，Ｔ２０，Ｔ４０，Ｔ５０…突起

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図７】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図６】 【図８】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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