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(57)【要約】
本発明はこめかみに接触されるメイン振動ハウジング１
４と、耳の中に直接挿入される補助振動イヤリング１５
とを含む新型ヘッドホン形態を具現することによって、
メイン振動ハウジングで流失される振動を耳の中に誘導
することができ、これによって骨伝導による音が十分伝
達されて、聴取力を向上させることができ、且つメイン
振動ハウジングに備わる補助振動イヤリングを利用して
耳の穴を塞ぐことによって、耳に入る外部の騷音を效果
的に減少させることができ、このように外部騷音が減少
されることによって聴取力をさらに向上させることがで
きる骨伝導ヘッドホン１１を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用のための装着部（１０）が備えられているヘッドホン本体（１１）と、
　前記ヘッドホン本体（１１）に付着され、電気信号が印加されると、磁場を形成するボ
イスコイル、磁場によって相互作用して所定周波数で振動するマグネット及び振動を人体
に伝達するメイン振動板（１３）を含むメイン振動ハウジング（１４）と、
　前記メイン振動板（１３）の設置位置に対応されるメイン振動ハウジング（１４）の周
囲に沿って連結される連結部（１５ｂ）と、この連結部（１５ｂ）から所定長さ延長され
て、耳の中に挿入される挿入部（１５ａ）とで構成され、
　前記挿入部（１５ａ）が耳の中に挿入されて、前記連結部（１５ｂ）を通じてメイン振
動ハウジング（１４）で発生される振動を受けて頭蓋骨に伝達することによって聴取力を
向上させることができる補助振動イヤリング（１５）とを含むことを特徴とする骨伝導ヘ
ッドホン。
【請求項２】
　前記補助振動イヤリング（１５）はカナルタイプまたは円形で形成されることを特徴と
する請求項１に記載の骨伝導ヘッドホン。
【請求項３】
　前記ヘッドホン本体（１１）に設置され、無線でデータ通信が可能なブルートゥース本
体（１２）をさらに含むことを特徴とする請求項１または２に記載の骨伝導ヘッドホン。
【請求項４】
　前記ブルートゥース本体（１２）の内側面と前記メイン振動ハウジング（１４）にある
メイン振動板（１３）の前面は垂直線に対して所定角度で傾斜されていることを特徴とす
る請求項３に記載の骨伝導ヘッドホン。
【請求項５】
　前記ブルートゥース本体（１２）の内側面と前記メイン振動ハウジング（１４）にある
メイン振動板（１３）の前面は垂直線に対して５～１５゜の角度で傾斜されていることを
特徴とする請求項４に記載の骨伝導ヘッドホン。
【請求項６】
　前記ヘッドホン本体（１１）とメイン振動ハウジング（１４）は転がり運動を通じて角
度調節が可能なボール（１６）と球面（１７）によって結合されていることを特徴とする
請求項１または２に記載の骨伝導ヘッドホン。
【請求項７】
　前記補助振動イヤリング（１５）の挿入部（１５ａ）は着用感を向上させるためにシリ
コーン材質からなることを特徴とする請求項１に記載の骨伝導ヘッドホン。
【請求項８】
　前記補助振動イヤリング（１５）は前記メイン振動ハウジング（１４）に着脱可能に連
結されることを特徴とする請求項１に記載の骨伝導ヘッドホン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線でデータ通信が可能なブルートゥース骨伝導ヘッドホンに関し、さらに詳
しくは、頭蓋骨に伝達される振動損失率を減少させ、且つ外部騷音を低減させることがで
きる補助振動イヤリングを備えた骨伝導ヘッドホンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、空気で伝達される音の振動は耳の中にある鼓膜で伝達され、鼓膜の振動は鼓
膜の中に位置している３つの骨（耳小骨）を通じてねじ状の蝸牛に伝達される。
【０００３】
　蝸牛にはリンパ液という液体があり、この液体の振動が電気信号に変換されながら聴覚
神経に伝達されて人の脳は音を認識する。
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【０００４】
　骨伝導ヘッドホンは、音認識メカニズムで振動が鼓膜と耳小骨を経由する過程を省略し
て、音の振動を頭蓋骨を通じて直接蝸牛に送って、鼓膜や耳小骨に異常のある難聴者でも
骨伝導ではっきりと音を聞くことができるようにする装置である。
【０００５】
　このような骨伝導ヘッドホンは、多様な種類及び形態が開発されている。大部分の骨伝
導ヘッドホンは着用のための装着部と、外観を成すフレームと、フレームの内部に設置さ
れて電気信号が印加されると、磁場を形成するボイスコイルと、ボイスコイルの磁場によ
って相互作用して所定周波数で振動する少なくとも一対のマグネットと、マグネットの振
動を人体に伝達する振動体などを含む形態からなる。
【０００６】
　これによって、ボイスコイルに電気信号が印加されると、ボイスコイルには電気信号の
強さに比例する磁場が形成され、このような磁場がマグネットと相互作用することによっ
てマグネットは上下方向に所定の周波数で振動するようになり、このような振動が振動体
を通じて出力されて人体に伝達されると、人体は所定の音響信号を認識することになる。
【０００７】
　従来の骨伝導ヘッドホンは、こめかみ部位に接触されるメイン振動ハウジングから伝達
される振動のみによって音が聞こえる形態であった。ところが、この場合にメイン振動ハ
ウジングで発生される振動のすべてが頭蓋骨に伝達されることができず、一部の振動は流
失されて音響が減少される問題点がある。
【０００８】
　特に、耳の中が外部と開放された状態でヘッドホンを着用するため、外部騷音が耳に聞
こえて、骨伝導による音の伝達を妨害する問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明はこのような問題点を鑑みて案出されたもので、こめかみに接触される
メイン振動ハウジングと、耳の中に直接挿入される補助振動イヤリングとを含む新型ヘッ
ドホン形態を具現することによって、メイン振動ハウジングで流失される振動を耳の中に
誘導することができ、これによって骨伝導による音の伝達が充分に達成されて、聴取力を
向上させることができる骨伝導ヘッドホンを提供することをその目的とする。
【００１０】
　また、本発明はメイン振動ハウジングに備わる補助振動イヤリングを利用して耳の穴を
塞ぐことによって、耳に入る外部騷音を效果的に低減することができ、このように外部騷
音が減少されることによって聴取力をさらに向上させることができる骨伝導ヘッドホンを
提供することをその他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達するために、本発明で提供する骨伝導ヘッドホンは、着用のための装着部
が備えられているヘッドホン本体と、ヘッドホン本体に付着され、電気信号が印加される
と、磁場を形成するボイスコイル、磁場によって相互作用して所定周波数で振動するマグ
ネット及び振動を体に伝達するメイン振動板を含むメイン振動ハウジングと、メイン振動
ハウジングの振動板から所定長さ延長される形態に形成されながら耳の中に挿入されてメ
イン振動ハウジングで発生される振動が伝達されて頭蓋骨に伝達することによって聴取力
を向上させることができる補助振動イヤリングなどを含む形態からなり、メイン振動ハウ
ジングから発生された振動が損失されることなく全部頭蓋骨に伝達され、同時に外部騷音
を低減させることによって、聴取力を向上させることを特徴とする。
【００１２】
　ここで、着用感が向上されるとともに、聴取力を向上させるために、補助振動イヤリン
グはカナルタイプあるいは円形で構成することが好ましい。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明で提供する骨伝導ヘッドホンは、耳の中に挿入される補助振動イヤリングを利用
してメイン振動ハウジングで発生される振動のほとんどを頭蓋骨に伝達することができる
ので、聴取力の向上を図ることができるという長所がある。
【００１４】
　また、補助振動イヤリングで耳の穴を塞いで、外部騷音が耳に伝達されることを低減す
ることができるので、聴取力をさらに倍加させることができるという長所がある。
【００１５】
　また、ブルートゥース本体の内側面及びメイン振動板の前面が垂直線に対して所定角度
、例えば５～１５゜で傾斜されているので、着用感が向上されるとともに、めがねなどの
着用の時不便な感じを減少させることができるという長所がある。
【００１６】
　また、メイン振動ハウジングとヘッドホン本体が転がり運動可能なボール構造で結合さ
れているので、メイン振動板の一面が体（こめかみ）に接触されてもボールの自由な運動
を通じて他の部分も自然に接触されることができるなど使用者に楽な着用感を提供するこ
とができるという長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態による骨伝導ヘッドホンを示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による骨伝導ヘッドホンを示す正面図である。
【図３】本発明の一実施形態による骨伝導ヘッドホンを示す平面図である。
【図４】本発明の一実施形態による骨伝導ヘッドホンを示す拡大図である。
【図５】本発明の一実施形態による骨伝導ヘッドホンでヘッドホン本体とメイン振動ハウ
ジングとの間の結合関係を示す拡大図である。
【図６】本発明の一実施形態による骨伝導ヘッドホンの着用状態を示す側面図である。
【図７】本発明の他の実施形態による骨伝導ヘッドホンを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明を詳しく説明する。
【００１９】
　図１～図３はそれぞれ本発明の一実施形態による骨伝導イヤホンを示す斜視図、正面図
及び平面図である。
【００２０】
　図１～図３に示したように、骨伝導ヘッドホンは、体のこめかみ部位などに接触される
メイン振動ハウジングから延長して形成されて、耳の中に挿入される補助振動イヤリング
を含むことによって、メイン振動ハウジングで流失される振動を耳の中に誘導して骨伝導
による音を伝達するのに十分な振動を発生させることができ、同時に、補助振動イヤリン
グが耳の穴を塞いでいて外部騷音を低減させることができるなど使用者の聴取力を向上さ
せることができる形態からなっている。
【００２１】
　このために、骨伝導ヘッドホンは使用者の頭の上部分に乗せたり首の後部分などにかけ
て着用することができる装着部１０が設けられているヘッドホン本体１１を含む。即ち、
骨伝導ヘッドホンの基本形態は、両方のヘッドホン本体１１が曲線状の装着部１０によっ
て連結されている形態を有する。
【００２２】
　そして、ヘッドホン本体１１の内部には無線でデータ通信可能なブルートゥースモジュ
ールが属しているブルートゥース本体１２が設置される。
【００２３】
　ここで、ヘッドホン本体１１に備わるブルートゥース機能を利用する方法は、普通の骨
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伝導ヘッドホンに備わるブルートゥース機能を利用する方法と同じである。
【００２４】
　また、骨伝導ヘッドホンは、着用の時、頭蓋骨に直接振動を伝達して聴取することがで
きるようにする手段であるメイン振動ハウジング１４を含む。
【００２５】
　メイン振動ハウジング１４はヘッドホン本体１１の下端部の内側面に設置され、このよ
うに設置されるメイン振動ハウジング１４は対向する形態になる。
【００２６】
　メイン振動ハウジング１４の場合、ハウジングの内部に設置されて電気信号が印加され
ると、磁場を形成するボイスコイル（図示省略）、このボイスコイルの磁場によって相互
作用して所定周波数で振動するマグネット（図示省略）、このマグネットの振動を体に伝
達するメイン振動板１３などを含む形態からなる。
【００２７】
　これによって、メイン振動ハウジング１４はボイスコイルに電気信号が印加されて磁場
が形成され、この時の磁場がマグネットと相互作用してマグネットが上下方向に所定の周
波数で振動され、マグネットの振動がメイン振動板１３を通じて出力される一連の作動過
程を含む。
【００２８】
　特に、骨伝導ヘッドホンは、メイン振動ハウジング１４で発生される全ての振動が頭蓋
骨に伝達されるように誘導する手段である補助振動イヤリング１５を含む。
【００２９】
　補助振動イヤリング１５はメイン振動ハウジング１４のメイン振動板１３側と接触され
て、このメイン振動板１３で伝達される振動を誘導して耳の中を通じて頭蓋骨に伝達する
役割を果たす。
【００３０】
　そのために、補助振動イヤリング１５は耳の中に直接挿入される挿入部１５ａと、メイ
ン振動板１３側のメイン振動ハウジング１４に連結される形態に結合される連結部１５ｂ
とで構成され、この時の連結部１５ｂから挿入部１５ａに連結される本体部分には開口部
１５ｃが形成されて、振動がより効果的に伝達されることができる。この時、連結部１５
ｂはメイン振動ハウジング１４に一体に製作されて連結されることもできるが、使用者が
選択的に使用できるようにメイン振動ハウジング１４の周囲に着脱可能に連結されること
もできる。
【００３１】
　このような補助振動イヤリング１５は、その着用形態及び機能などによって多様な形状
に形成されることができる。例えば挿入部１５ａが略「コ」字状に形成されているカナル
タイプ（図１）であってもよく、または挿入部１５ａが略円形に形成されている円形（図
７）であってもよい。これによって使用者は自分の趣向に合わせて任意に選択して使うこ
とができる。
【００３２】
　従って、補助振動イヤリング１５の場合には、耳の中に挿入されることによって、振動
の発源地を頭蓋骨に近接するように延長させる效果を得ることができ、イヤリングを耳に
さした時、この時のイヤリングが耳の中の頭蓋骨に直接振動を伝達するので、従来より聴
取帯域を拡張させることができ、結局聴取力を増大させることができる。
【００３３】
　そして、補助振動イヤリング１５の場合、耳の中に挿入されて振動を伝達する役割を果
たし、耳の中に挿入されて耳の穴を塞ぐ形態になるので、外部騷音が耳に伝達されること
を低減することができ、これによって聴取力をさらに高めることができるという利点を提
供する。
【００３４】
　また、耳の中に直接挿入される補助振動イヤリング１５の挿入部１５ａは着用感を向上
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させて長い時間使っても不便を与えないシリコーン材質のカバーを含むことが好ましい。
【００３５】
　一方、図４に示したように、骨伝導ヘッドホンは着用感を向上させるための形態、例え
ばブルートゥース本体１２の内側面とメイン振動ハウジング１４にあるメイン振動板１３
の前面が垂直線に対して５～１５゜の角度で傾斜されている形態を含む。
【００３６】
　このように、ブルートゥース本体１２の内側面とメイン振動板１３の前面を垂直線に対
して所定角度を与えることによって、この時の角度が形成する空間を通じてめがねのつる
１００などが通過されることができてめがねの着用者も不便を感じることなくヘッドホン
を着用することができる。
【００３７】
　また、図５に示したように、骨伝導ヘッドホンは、着用の時、接触性を良くするための
形態、例えばヘッドホン本体１１とメイン振動ハウジング１４がボール１６と球面１７に
よって結合されていて、転がり運動を通じて角度の調節が容易な形態を含む。即ち、ヘッ
ドホン本体１１にはボール１６が挟まれて遊動することができる球面１７が設けられ、メ
イン振動ハウジング１４にはボール１６が突出して形成されて、メイン振動ハウジング１
４の後面部分がヘッドホン本体１１の安着面１８に安着されながら組み立てられる時、ボ
ール１６が球面１７に一緒に挟まれて組み立てられることによって、メイン振動ハウジン
グ１４はボールの転がり運動を通じてその角度が自由に調節されることができる。
【００３８】
　このように、メイン振動ハウジング１４とヘッドホン本体１１との結合が転がり運動可
能にボール構造で結合されることによって、メイン振動板１３の何れか一面が体（こめか
み）に接触されてもボールの自由な運動を通じて他の部分も自然に接触されることができ
、結局接触面全体が体に完全に接触されることができるという利点がある。
【００３９】
　従って、このように構成される骨伝導ヘッドホンの使用状態を説明すれば次の通りであ
る。
【００４０】
　図６は本発明の一実施形態による骨伝導ヘッドホンの着用状態を示す側面図である。
【００４１】
　図６に示したように、骨伝導ヘッドホンは全体的に略「Ｕ」字状の装着部１０を利用し
て首の後部分に掛ける形態で着用して使うことができる。
【００４２】
　この時、メイン振動ハウジング１４のメイン振動板１３は体のこめかみ部位に接触され
、同時にメイン振動ハウジング１４から延長される補助振動イヤリング１５は耳の中に挿
入される。
【００４３】
　これによって、メイン振動ハウジング１４で発生される振動はメイン振動板１３を通じ
てこめかみ部位を経って頭蓋骨に伝達されることができ、同時に一部の振動は補助振動イ
ヤリング１５に誘導された後に耳の中を通じて頭蓋骨に伝達されることができる。
【００４４】
　このように、メイン振動ハウジング１４で発生される振動のほとんどをメイン振動板１
３を通じて頭蓋骨に伝達し、特に耳の中内部まで位置されて、頭蓋骨に直接振動を伝達す
ることができるので、聴取力の増大を図ることができる。
【００４５】
　例えば、音響に関する電気信号がボイスコイルに印加されると、ボイスコイルの内部と
外部には印加された電気信号の強さに比例して磁場が形成される。
【００４６】
　このような磁場はマグネットと相互作用し、これによってマグネットが上下部の方向に
所定の周波数で振動する。
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【００４７】
　このようなマグネットの振動はメイン振動板１３に伝達され、この時のメイン振動板１
３の振動はこめかみ部位を通じて直接加えられることもあるが、同時に一部は補助振動イ
ヤリング１５に誘導されて耳の中を通じて頭蓋骨に直接伝達され、結局人体が所定音響信
号を認識することになる。
【００４８】
　このように、本発明の骨伝導ヘッドホンは補助振動イヤリングを通じて頭蓋骨に伝達さ
れる振動損失率を減少させることができ、外部騷音も效果的に低減させることができるの
で、聴取力が増大されるとともに、傾斜構造及びボール構造を通じて着用感と接触性をさ
らに向上させることができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１０：装着部
　１１：ヘッドホン本体
　１２：ブルートゥース本体
　１３：メイン振動板
　１４：メイン振動ハウジング
　１５：補助振動イヤリング
　１５ａ：挿入部
　１５ｂ：連結部
　１５ｃ：開口部
　１６：ボール
　１７：球面
　１８：安着面

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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