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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、聴覚保護を犠牲にすることなく異なる音声
保護レベル間を切り替えさせる改善された耳内装置を提
供する。
【解決手段】
　耳内装置（１、１’、１００）は着用者の外耳内に装
着される本体（２）を含んでおり、少なくとも２つの誘
導導通部（２４’、２４’’、２４’’’）を有してい
る。それぞれの誘導導通部（２４’、２４’’、２４’
’’）は周波数抑制機能においてそれぞれ異なるフィル
タ材料（２５’、２５’’、２５’’’）と、好適には
回転し、耳から耳内装置（１、１’、１００）を外さず
にそれぞれの誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’
’）を選択させるノブ（２２、２２’）とを含んでいる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の内耳に到達する音声の周波数範囲、又は大きさを選択的に調節する耳内装置（
１、１’、１００）であって、
本耳内装置（１、１’、１００）は、最内側面（１８）と最外側面（１６）とを有した本
体（２）と、
該本体（２）の内部に存在し、該本体（２）の前記最内側面（１８）の内端部から前記最
外側面（１６）の外端部にまで延びており、前記最外側面（１６）に隣接して、環状領域
（５０）内に設けられた、少なくとも２つの誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’’
）に分岐している導通部（２４）と、を含んでおり、
前記各導通部（２４’、２４’’、２４’’’）は、それぞれのフィルタ材料（２５’、
２５’’、２５’’’）によって少なくとも部分的に充填されており、
さらに、前記本体（２）の前記最外側面（１６）に取り付けられ、前記環状領域（５０）
を覆うように、該環状領域（５０）を越えて延びる周囲縁部を形成するノブ（２２、２２
’）を含んでおり、
該ノブ（２２、２２’）は、その内側面内に形成された溝部（３０）を有しており、
該溝部（３０）は、前記ノブの周囲から前記環状領域（５０）に隣接したその内端部にま
で略放射状に延びていることで、前記溝部（３０）は、前記ノブの回転によってそれぞれ
の前記誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’’）と選択的に通流状態となることを特
徴とする耳内装置。
【請求項２】
　前記ノブ（２２）は、前記環状領域（５０）の軸と略共軸であるノブ軸（４０）の周囲
を回転するように、前記最外側面（１６）に回転可能に取り付けられていることを特徴と
する請求項１記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項３】
　前記ノブ（２２）は、前記環状領域（５０）の軸と略共軸であるノブ軸（４０）の周囲
を回転可能であることを特徴とする請求項２記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項４】
　前記ノブ（２２）は、誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’’）に対応するフィル
タ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）間で前記ノブ軸（４０）の周囲を回転可能であることを特徴
とする請求項３記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項５】
　前記ノブ（２２）は、利用時に本耳内装置（１、１００）のフィルタ機能を失うことな
く、前記フィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）の１つから他の１つに回転するように、前記
本体（２）に取り付けられていることを特徴とする請求項４記載の耳内装置（１、１００
）。
【請求項６】
　本装置（１、１００）は、少なくとも２つの異なるフィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）
を有しており、それぞれのフィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）が特定範囲または特定レベ
ルの音声の周波数、又は音声の種類のためのフィルタモードの位置であることを特徴とす
る請求項５記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項７】
　本装置（１、１００）は、３つの異なるフィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）を有してい
ることを特徴とする請求項６記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項８】
　前記ノブ（２２）は、利用時に本装置（１、１００）を耳から外さなくても、前記フィ
ルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）間を回転移動できるように設計されていることを特徴とす
る請求項４記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項９】
　前記ノブ（２２）は、前記誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’’）に対応させて
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前記フィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）に合わせることが可能であることを特徴とする請
求項４記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１０】
　前記ノブ（２２）は、前記フィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）の中で該ノブ（２２）の
適した位置を着用者に知らせる手段（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）を含んでいることを特徴
とする請求項４記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１１】
　前記フィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）を変更するための前記ノブ（２２）の回転方向
は、本耳内装置（１、１００）が装着される耳により決定されることを特徴とする請求項
４記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１２】
　前記回転方向の設定は、前記着用者の耳において、本耳内装置（１、１００）の継続的
な装着安定性の提供を補助することを特徴とする請求項１１記載の耳内装置（１、１００
）。
【請求項１３】
　本体（２）は少なくとも３つの側部（４、６、８）を有しており、その第１側部（６）
は、着用者の耳の耳珠（Ａ）に適合するような形状であり、第２側部（４）は、当該着用
者の耳の対耳珠（Ｂ）に適合するような形状であることを特徴とする請求項１記載の耳内
装置（１、１００）。
【請求項１４】
　前記手段（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）は前記誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’
’）の位置を知らせるために、前記本体（２）に提供されていることを特徴とする請求項
１３記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１５】
　本体（２）は閉塞状態の誘導導通部（２４’）を提供するようになっており、利用時の
前記ノブ（２２）の選択で、実質的に全ての音声の周波数が着用者の耳へ伝達されること
を、本耳内装置（１００）の本質的な減衰特性により妨害することを特徴とする請求項２
記載の耳内装置（１００）。
【請求項１６】
本体（２）は、着用者の外耳道に挿入される突起部（２０’）を備えていることを特徴と
する請求項２記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１７】
前記突起部（２０’）は、着用者の外耳道に挿入されて適合するような形状であることを
特徴とする請求項１６記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１８】
前記ノブ（２２’）は、前記本体（２）の最外側面（１６）に可動式に取り付けられたプ
ッシュトグルボタンであることを特徴とする請求項１記載の耳内装置（１’）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耳内防音具（耳栓）、イヤホンまたは補聴器のごとき耳内装置に関する。特
には設定周波数に対して選択式に応答（対応）する機能を備えた耳内装置に関する。この
周波数選択は利用者または着用者の耳内に適切に配置された装置によって実行される。
【背景技術】
【０００２】
高レベルの音声及び、特にその反復は聴覚障害を引き起こすことが知られており、極端な
場合には聴力を喪失させる。聴覚障害を回避するため、軍隊、産業界および音楽関連、等
々を含んだ種々分野並びに利用形態で使用される音声レベル低減用の種々な聴覚保護具が
提案されてきた。
【０００３】
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　最も有名な聴覚保護具の一つは発砲体で構成される耳栓である。発砲体で構成される耳
栓は巻上げて耳道内に挿入される。巻上げ圧力が消滅すると耳栓は反発して膨張し、耳の
内側形状に密着してフィット（適合）する。発砲体で構成される耳栓の限界の一つは、耳
栓が広範囲の音声周波数をフィルタ（濾過）するように設計されていることである。もし
着用者が特定範囲の音声周波数の保護を必要とするなら、あるいは利用者が音声または警
告信号を聞き取るために音声が減衰される程度が限定された製品を必要とするなら、利用
者は耳栓を完全に取り外し、異なる材質の新たな耳栓を利用するか、受動的または能動的
な音響手段により音声をフィルタしなければならないであろう。この手間は厄介である。
なぜなら交換移行時には利用者は保護外に置かれるからである。
【０００４】
　２つの異なる周波数応答稼動モードに従って調整が可能な耳保護装置が市場に存在する
。この耳保護装置は２つの異なるレベルの音声減衰機能を切り替えができる可能性を有し
ている。しかしながら、その装置ではモード間の切り替えには耳から装置を外す必要があ
る。その理由は、耳道の入口の軸に実質的に平行な平面内で回転する（または外耳の平面
に実質的に垂直である軸の周囲で回転する）回転ノブが存在するからである。この手順も
モード移行時に利用者を非保護状態に置く。
【０００５】
　従って聴力の保護を犠牲にすることなく、減衰保護機能の異なるレベル間で利用者にモ
ードを切り替えさせる改良された耳内装置が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の限定および問題を克服することが可能な本発明の主要な目的は、聴覚保護を犠牲
にすることなく異なる音声保護レベル間を切り替えさせる改善された耳内装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の一つの利点は、特定範囲または特定レベルの周波数をフィルタするために選択的
に調節可能な耳内装置を提供することである。
【０００８】
　本発明のさらなる利点は、回転ボタン、プッシュトグルボタン、等々を介し、あるいは
それらの組み合わせを介し、周囲環境内の音響状態に応じて着用者に音声減衰の程度また
は周波数範囲を選択させる耳内装置の提供である。
【０００９】
　本発明の別な利点は、着用者の耳から装置を外すことなく容易に切り替え調節できる耳
内装置の提供である。
【００１０】
　本発明のさらなる別の利点は、耳に正圧を適用することで、又は、着用者の耳の内部へ
の装置の自然な挿入のために任意で回転させることで装置を着用者の耳に保持させるよう
に調節が可能な耳内装置の提供である。
【００１１】
　本発明の１つの特徴に従って、着用者の内耳に到達する音声周波数の範囲またはレベル
を選択的に調節するための耳内装置が提供される。この装置は選択可能な周波数応答を有
している。この装置は最内側面と最外側面とを有した本体と、本体の内部に存在し、本体
の最内側面の内端から最外側面の外端へと延び、最外側面に形成されている略環状領域内
で最外側面に隣接した少なくとも２つの誘導導通部に分岐する導通部とを含む。それぞれ
の導通部は少なくとも部分的にそれぞれの充填材料によって満たされる。この装置は、好
適には本体の最外側面に回転式に取り付けられており、内側領域をカバーするように内側
領域を越えて延びている周囲縁部を提供しているノブ（つまみ、取っ手）であって、その
内側面内に形成されている溝部を有したノブをさらに含んでいる。この溝部はノブの周囲
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から環状領域に隣接してその内側端に略放射状に延びており、その回転によって誘導導通
部とそれぞれ選択的に通流状態（連続状態）となる。
【００１２】
　好適には、ノブは環状領域の軸と略同軸であるスイッチ軸の周囲で回転する。
【００１３】
　さらにノブは、装置のフィルタ性能を犠牲にすることなく（失うことなく）、１つの位
置から別位置に容易に回転できるように本体に取り付けられている。一般的に本発明の装
置は３つの異なる位置を有する。それぞれの位置は特定範囲または特定レベルの音声周波
数あるいは音声タイプのフィルタモードを提供する。耳から装置を外さずともノブは１つ
の位置から他の位置に容易に回転する。さらに本発明のノブは着用者に１つの位置におけ
るノブの適した位置を知らせる手段を含む。
【００１４】
　典型的には、本体は少なくとも３つの側部を有している。第１側部は着用者の耳珠にフ
ィット（適合）するように形状化されており、第２側部は着用者の耳の対耳珠にフィット
するような形状に構成されている。
【００１５】
　１実施態様ではノブはプッシュトグルボタンであり、本体の最外側面に可動に取り付け
られている。
【００１６】
　これらおよび他の利点と目的は添付図面に関連させて説明している以下の詳細な説明に
より明らかとなろう。
【００１７】
　本発明のさらなる特徴と利点は以下の図面に関連させた説明によってさらに深く理解さ
れるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明による本体の１実施例の斜視図である。
【図２】本発明による本体の別実施例の斜視図である。
【図３】本発明の１実施例による装置の斜視図である。
【図４ａ】本体内部の部材を可視化するためにノブが省略されている図３の実施例の斜視
図である。
【図４ｂ】図４ａの実施例の正面図である。
【図５】図３の５－５線に沿った断面図であり、フィルタモードＩで稼動するときのノブ
の周囲を図示する。
【図６ａ】本体が２つだけの誘導導通部を有する１実施例の斜視図である。
【図６ｂ】図６ａの実施例の正面図である。
【図７】着用者の左耳内側の最終位置に存在する図１の装置の正面図を示す。
【図８】本発明による本体の別実施例の図５に類似した側面図であり、プッシュトグルボ
タンを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１と図２には本体２を含んだ本発明の装置１が図示されている。一般的には本体２は
特定の着用者の外耳に安全に設置できるように設計および形状化されている。図１と図２
には本発明による本体２の２つの可能な実施例が図示されている。図１は本体２のさらに
一般的な形状を図示し、図２は着用者の外耳道の内部に挿入される突起部２０’を含んだ
１実施例を図示する。
【００２０】
　図３には３つの側部４、６および８を有した本体２を含んだ本発明の特殊な実施例が示
されている。本体２のこれら側部は互いにほぼ等しく、本体２を略三角形にしている。非
限定的な例示としての本体２の３つの側部４、６および８は凸状であるが、他の幾何学形
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状であってもよい。少なくとも２つの側部が設計され、第１側部６が着用者の耳珠Ａにフ
ィットし、第２側部４が着用者の対耳珠Ｂにフィットするなら（図７）、装置１は少なく
とも３つの側部を有することができる。本体２は少なくとも３つの突出端部も含む。図３
で示すように２つの隣接する側部は突出端部１０、１２または１４の１つにより連結され
ている。突出端部１０、１２および１４はどのような端部形状であってもよいが、好適に
は突出端部１０、１２および１４は丸みを帯びている。図３で示すように本体２は最外側
面１６と最内側面１８とを含む。最外側面１６は装置１の利用可能なフィルタモードを表
すマークを含むことができる。本体２は少なくとも２つのフィルタモードを有することが
できる。参考として図３では装置１はフィルタモードＩ、ＩＩおよびＩＩＩを含む。
【００２１】
　図４ａでは本体２の内部の導通部（管）２４が示されている。導通部２４は最内側面１
８の内端から最外側面１６の外端にまで延びている。最外側面１６の外端に到達する前に
導通部２４は略環状領域５０内で最外側面に隣接する少なくとも２つの誘導導通部（誘導
管）に分岐する。一般的に誘導導通部の数は装置１が利用できるフィルタモードの数によ
る。図４ａと図４ｂでは３つのフィルタモードＩ、ＩＩおよびＩＩＩと、フィルタモード
Ｉ、ＩＩおよびＩＩＩにそれぞれ関連する３つの誘導導通部２４’、２４’’および２４
’’’とを含む装置１が図示されている。それぞれの誘導導通部２４’、２４’’および
２４’’’の内部は、対応する所望の周波数応答のために所定密度の発砲体で構成される
プラグ（栓）のような、特定範囲または特定レベルの周波数をフィルタするように特別に
製造されたフィルタ材料２５’、２５’’および２５’’’により少なくとも部分的にそ
れぞれ充填されている。それら材料の組成は特定範囲または特定レベルの音声周波数のみ
を通過させるものである。誘導導通部２４’、２４’’および２４’’’はフィルタ材料
で全体的に充填することもできるが、好適には誘導導通部２４’、２４’’および２４’
’’はフィルタ材料によって部分的に充填される。一般的にはそれぞれの誘導導通部２４
’、２４’’および２４’’’は異なる材料で充填される。モードＩ、ＩＩおよびＩＩＩ
が関係するフィルタ性能はそれぞれの充填材料２５’、２５’’および２５’’’によっ
て決定される。非限定的な例示として、充填材料２５’、２５’’および２５’’’は、
人の声の周波数以外の全周波数をフィルタするように選択できる。あるいは衝撃ノイズ（
インパルス雑音）に関連する周波数をフィルタするように選択できる。充填材料２５’、
２５’’および２５’’’は、限定はしないが固形状または多孔質体（金属発泡体、又は
プラスチック発泡体）、プラスチックまたは金属のメッシュの層（Ｒｎｏｗｌｅｓ　ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社の弱音器）および適切に設計されたフィルタ物質（フランス国イン
スチチュート・セント・ルイス社が設計したカスタム仕様のＩＳＬフィルタである膨張チ
ャンバ、等々）およびそれらの組み合わせのごとき様々な材料から選択できる。誘導導通
部２４’、２４’’および２４’’’の最外側面１６での最先端の配置は、それらが略環
状領域５０の中心に対して等距離となるように設計されている。環状領域５０は以下のよ
うにノブ２２の回転のための内側領域を提供する。
【００２２】
　装置１はノブ２２をも含む。図３ではノブ２２は本体２の最外側面１６に存在する。ノ
ブ２２は本体２の最外側面に回転式取り付けられており、着用者にノブ２２を望むフィル
タモードＩ、ＩＩあるいはＩＩＩの方向に容易に回転させる。ノブ２２の回転方向は装置
１が装着される耳によって決まる。例えば、装置１が着用者の右耳の内部に装着されれば
回転は反時計回りであり、装置１が着用者の左耳の内部に装着されれば回転は時計回りに
なる。このように回転動作を限定することで、特に突起部２０’が耳道にフィットするよ
うな形状にされているとき、着用者の耳内部への装置１の自然な挿入方向に正圧を適用す
ることで、ノブ２２は装置１を着用者の耳内の適切な位置に保持することを助ける。フィ
ルタ位置ＩからフィルタモードＩＩに切り替え、フィルタモードＩＩからフィルタモード
ＩＩＩに切り替えるため、ノブ２２は解除可能なバネ、あるいは別の解除可能な摩擦装置
（図示せず）を利用した表示システム（図示せず）を有することができる。着用者がフィ
ルタモードの変更を望むときには、本体２に対するノブ２２へ力を加えればよく、ノブ２
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２の内側変位がノブ２２を解除位置に導く。このように着用者はノブ２２を望むフィルタ
モードにまで回転させることができる。ノブが適切な位置になるとユーザはノブ２２への
加圧を停止し、稼動位置にまで戻す。ノブ２２は環状領域５０の軸とほぼ同軸であるノブ
軸４０の周囲で回転する（あるいは耳道の入口の軸に実質的に垂直な平面内で回転するか
、外耳の平面に実質的に平行な軸の周囲で回転する）。ノブ２２は外側領域をカバーする
ために環状領域５０の外側領域を越えて延びる周囲縁部を提供する。例えば、限定はしな
いが、図３のノブ２２は３つの凹部２２ａ、２２ｂおよび２２ｃを含む。これら凹部２２
ａ、２２ｂおよび２２ｃを装置１の機能性に影響を及ぼさずに他の突起部または形状部と
交換することもできる。装置１は少なくとも２つの凹部を有することができる。各凹部は
装置１が着用者の要求に応じて音声をフィルタするときに対応する１つのフィルタモード
に面している。凹部２２ａはどのフィルタモードで装置１が稼動しているかを知らせるマ
ーク２６を含むことができる。図３ではマーク２６は、装置１が導通部２４’内部のフィ
ルタ材料２５’の特性に応じて音声をフィルタしていることを示す矢印を表すように構成
されている。さらにマーク２６はどのフィルタモードで装置１が利用されているかを着用
者に指先で触れて認識させる突起部である。凹部２２ａの周囲の厚みである稼動フィルタ
モードを示すものは、常にノブ２２の本体の残り部分よりも小さく、開端部２８を提供し
ている。図５で示すようにノブ２２はフィルタモードＩにあり、ノブ周囲の開端部２８は
凹部２２ａ周囲の厚みの差異によって形成される。開端部２８の内側に音声を進入させる
ため、すなわち着用者の内耳に音声を進入させるため、ノブ２２と本体２の最外側面１６
との間には溝部３０が存在する。溝部３０はノブ２２の内面内に形成され、その開端部２
８におけるノブ周囲から、環状領域５０に隣接するその内側端部にまで略放射状に延びて
おり、溝部３０はノブ２２の回転によってそれぞれの誘導導通部と選択的に通流する。溝
部３０の厚みまたは深さは約０．５ｍｍから約２ｍｍであり、溝部の幅は典型的には厚み
の約２倍である。溝部３０は誘導導通部２４’、２４’’および２４’’’の１つと直通
しており、着用者が選択したフィルタモードＩ、ＩＩおよびＩＩＩに応じてそれぞれのフ
ィルタ材料２５’、２５’’および２５’’’と直通している。図５においては、溝部３
０は誘導導通部２４’と通流状態にある。音声が開端部２８から着用者の内耳に伝わる際
に、すなわち、まず対応する誘導導通部２４’を通り、続いて導通部２４を通過して伝わ
る際にフィルタ材料２５’を通過し、特定範囲または特定レベルの音声周波数のみが伝達
される。装置１は着用者に所望の位置であるフィルタモードに到達したことを知らせる手
段を含むことができる。装置１はフィルタモードＩ、ＩＩおよびＩＩＩを示すマークの周
囲で、本体２に各凹部２２ａに関連する刻み目、および３つの対応する刻み目を有するこ
とができる。凹部２２ａが所望の位置に到達する際に、刻み目と、その対象は正しい位置
への接近を知らせる音を発生させる。
【００２３】
　図６ａと図６ｂで示す本発明のさらなる実施例は装置１００を利用する。ここではフィ
ルタ位置の１つが全ての音声の周波数を実質的にブロックする（遮る）ように設計されて
いる。その結果、耳内装置１００の本質的な音声減衰特性によりフィルタ位置が着用者の
内耳への音声の進入を実質的に妨害する装置１００が提供される。この実施例では装置１
００は２つだけの誘導導通部２４’’と２４’’’とを有する。誘導導通部２４’は省か
れ、その対応するスペースは本体２の材料で充填され、ノブ２２を対応する位置に設定す
ることで開端部２８からの音声の進入を阻止する（閉塞された状態となる）障壁が形成さ
れる。
【００２４】
　図８には本発明による別実施例の装置１’が図示されている。ノブ２２’は本体２の最
外側面１６に可動に取り付けられたプッシュトグルボタンであり、点線で図示されている
着用者の指Ｆによって付与される外部力により提供される正圧によって利用可能なフィル
タモード間を切り替える。
【００２５】
　以上、本発明を解説した。しかし、開示内容はあくまで例示であり、本発明は実施例の
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特徴には限定を受けない。本明細書の「請求の範囲」で定義した本発明の範囲内での変形
および改良は全て本発明の範囲内である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４ａ】

【図４ｂ】 【図５】
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【図６ａ】 【図６ｂ】

【図７】 【図８】



(11) JP 2013-515515 A 2013.5.9

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月24日(2011.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の内耳に到達する音声の周波数範囲、又は大きさを選択的に調節する耳内装置（
１、１’、１００）であって、
本耳内装置（１、１’、１００）は、最内側面（１８）と最外側面（１６）とを有した本
体（２）と、
該本体（２）の内部に存在し、該本体（２）の前記最内側面（１８）の内端部から前記最
外側面（１６）の外端部にまで延びており、前記最外側面（１６）に隣接して、環状領域
（５０）内に設けられた、少なくとも２つの誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’’
）に分岐している導通部（２４）と、を含んでおり、
前記各導通部（２４’、２４’’、２４’’’）は、それぞれのフィルタ材料（２５’、
２５’’、２５’’’）によって少なくとも部分的に充填されており、
さらに、前記本体（２）の前記最外側面（１６）に取り付けられ、前記環状領域（５０）
を覆うように、該環状領域（５０）を越えて延びる周囲縁部を形成するノブ（２２、２２
’）を含んでおり、
該ノブ（２２、２２’）は、その内側面内に形成された溝部（３０）を有しており、
該溝部（３０）は、前記ノブの周囲から前記環状領域（５０）に隣接したその内端部にま
で略放射状に延びていることで、前記溝部（３０）は、前記ノブの回転によってそれぞれ
の前記誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’’）と選択的に通流状態となり、
前記ノブ（２２）は、前記環状領域（５０）の軸と略共軸であるノブ軸（４０）の周囲で
、本耳内装置（１、１’、１００）が取り付けられる耳によって、予め定められる方向に
回転可能であることを特徴とする耳内装置。
【請求項２】
　前記ノブ（２２）は、前記環状領域（５０）の軸と略共軸であるノブ軸（４０）の周囲
を回転するように、前記最外側面（１６）に回転可能に取り付けられていることを特徴と
する請求項１記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項３】
　前記ノブ（２２）は、誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’’）に対応するフィル
タ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）間で前記ノブ軸（４０）の周囲を回転可能であることを特徴
とする請求項２記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項４】
　前記ノブ（２２）は、利用時に本耳内装置（１、１００）のフィルタ機能を失うことな
く、前記フィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）の１つから他の１つに回転するように、前記
本体（２）に取り付けられていることを特徴とする請求項３記載の耳内装置（１、１００
）。
【請求項５】
　本装置（１、１００）は、少なくとも２つの異なるフィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）
を有しており、それぞれのフィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）が特定範囲または特定レベ
ルの音声の周波数、又は音声の種類のためのフィルタモードの位置であることを特徴とす
る請求項４記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項６】
　本装置（１、１００）は、３つの異なるフィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）を有してい
ることを特徴とする請求項４記載の耳内装置（１、１００）。
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【請求項７】
　前記ノブ（２２）は、利用時に本装置（１、１００）を耳から外さなくても、前記フィ
ルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）間を回転移動できるように設計されていることを特徴とす
る請求項３記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項８】
　前記ノブ（２２）は、前記誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’’）に対応させて
前記フィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）に合わせることが可能であることを特徴とする請
求項３記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項９】
　前記ノブ（２２）は、前記フィルタ位置（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ）の中で該ノブ（２２）の
適した位置を着用者に知らせる手段（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）を含んでいることを特徴
とする請求項３記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１０】
　前記回転方向の設定は、前記着用者の耳において、本耳内装置（１、１００）の継続的
な装着安定性の提供を補助することを特徴とする請求項１記載の耳内装置（１、１００）
。
【請求項１１】
　本体（２）は少なくとも３つの側部（４、６、８）を有しており、その第１側部（６）
は、着用者の耳の耳珠（Ａ）に適合するような形状であり、第２側部（４）は、当該着用
者の耳の対耳珠（Ｂ）に適合するような形状であることを特徴とする請求項１記載の耳内
装置（１、１００）。
【請求項１２】
　前記手段（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）は前記誘導導通部（２４’、２４’’、２４’’
’）の位置を知らせるために、前記本体（２）に提供されていることを特徴とする請求項
１１記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１３】
　本体（２）は閉塞状態の誘導導通部（２４’）を提供するようになっており、利用時の
前記ノブ（２２）の選択で、実質的に全ての音声の周波数が着用者の耳へ伝達されること
を、本耳内装置（１００）の本質的な減衰特性により妨害することを特徴とする請求項１
記載の耳内装置（１００）。
【請求項１４】
本体（２）は、着用者の外耳道に挿入される突起部（２０’）を備えていることを特徴と
する請求項１記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１５】
前記突起部（２０’）は、着用者の外耳道に挿入されて適合するような形状であることを
特徴とする請求項１４記載の耳内装置（１、１００）。
【請求項１６】
前記ノブ（２２’）は、前記本体（２）の最外側面（１６）に可動式に取り付けられたプ
ッシュトグルボタンであることを特徴とする請求項１記載の耳内装置（１’）。
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