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(57)【要約】
【課題】　音声情報の再現性に優れると共に、耳甲介腔
の窪みに挿入し易くかつ装着後の支持安定性に優れた骨
伝導イヤホンを提供する。
【解決手段】　骨伝導振動部２と正面側凸部３と背面側
凸部４を備え、骨伝導振動部２の長さ方向の一端部側２
ａから耳甲介腔１２の窪みに挿入し、骨伝導振動部２の
幅方向の下部２ｅが耳甲介腔１２の窪みの底部１２ｅに
密着するように回転させて耳甲介腔１２の窪みに装着し
た状態で、骨伝導振動部２の長さ方向の一端部側２ａが
耳珠１３及び耳甲介腔１２の窪みの壁部１２ｄに圧接さ
れ、骨伝導振動部２の長さ方向の他端部側２ｂが対珠１
４及び耳甲介腔１２の窪みの壁部１２ｄに圧接され、正
面側凸部３が耳珠１３に圧接されると共に、背面側凸部
４が耳甲介腔１２の窪みの壁部１２ｄにおける外耳道１
５の入口周辺に圧接されるように構成した。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楕円体状に形成されかつ音声振動を発生させる骨伝導振動部と、
　前記骨伝導振動部の長さ方向の一端部側かつ厚さ方向の正面側に突設された正面側凸部
と、
　前記骨伝導振動部の長さ方向の一端部側かつ厚さ方向の背面側に突設された背面側凸部
、
　を備え、
　前記骨伝導振動部の長さ方向の一端部側から耳甲介腔の窪みに挿入し、前記骨伝導振動
部の幅方向の下部が前記耳甲介腔の窪みの底部に密着するように回転させて前記耳甲介腔
の窪みに装着した状態で、前記骨伝導振動部の長さ方向の一端部側が耳珠及び前記耳甲介
腔の窪みの壁部に圧接され、前記骨伝導振動部の長さ方向の他端部側が対珠及び前記耳甲
介腔の窪みの壁部に圧接され、前記正面側凸部が前記耳珠に圧接されると共に、前記背面
側凸部が前記耳甲介腔の窪みの壁部における外耳道の入口周辺に圧接されるように構成し
たことを特徴とする骨伝導イヤホン。
【請求項２】
　前記骨伝導振動部が、被覆部と、前記被覆部に埋設された圧電セラミック振動子を備え
、
　前記被覆部と前記正面側凸部と前記背面側凸部が柔軟性部材で構成されると共に、
　前記被覆部と前記正面側凸部と前記背面側凸部を一体成形した請求項１に記載の骨伝導
イヤホン。
【請求項３】
　前記骨伝導振動部の厚さ方向の正面側につまみ部を突設した請求項１に記載の骨伝導イ
ヤホン。
【請求項４】
　前記つまみ部を前記骨伝導振動部の長さ方向に沿って延びるように設け、
　前記耳甲介腔の窪みに装着した状態で、前記つまみ部が前記対珠に圧接されるように構
成した請求項３に記載の骨伝導イヤホン。
【請求項５】
　前記骨伝導振動部が、被覆部と、前記被覆部に埋設された骨伝導振動子を備え、
　前記被覆部と前記正面側凸部と前記背面側凸部と前記つまみ部が柔軟性部材で構成され
ると共に、
　前記被覆部と前記正面側凸部と前記背面側凸部と前記つまみ部を一体成形した請求項３
又は４に記載の骨伝導イヤホン。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体の骨組織を介して音声振動を内耳へ伝達可能な骨伝導イヤホンに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、骨伝導イヤホンは、人体の中耳伝音系を介さずに、骨組織を介して音声
振動を内耳へ伝達するように構成されている。
【０００３】
　従来のこのような骨伝導イヤホンとしては、音声振動を発生させる骨伝導スピーカ部と
、前記骨伝導スピーカ部から発生した音声振動を伝達する振動伝達部とからなる受話装置
であって、前記骨伝導スピーカ部と前記振動伝達部が支持部を介して機械的に結合され、
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前記振動伝達部が耳甲介腔の窪みに納まりかつ耳珠と対珠に圧接して装着されるように構
成された受話装置（例えば、特許文献１参照。）等が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１０３９８９号公報（請求項１、図１、図２、等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記のような受話装置においては、前記振動伝達部に前記支持部を介して結合
された前記骨伝導スピーカ部が耳珠や対珠に圧接して装着されるわけではなく、前記骨伝
導スピーカ部から発生した音声振動にエネルギー損失が生じるので、音声情報の再現性が
良くないという問題点がある。
【０００６】
　また、前記振動伝達部は、耳甲介腔の窪みに納まるものの、円板状に形成されているの
で、耳甲介腔の窪みに挿入しにくいという問題点がある。更に、前記振動伝達部は、耳甲
介腔の窪みに納まりかつ耳珠と対珠に圧接して装着されるものの、耳珠と対珠に強く圧接
されるわけではなく、音声振動によって緩み易い（ずれ易い）ので、装着後の支持安定性
が良くないという問題点がある。
【０００７】
　本発明は、以上のような事情や問題点に鑑みてなされたものであり、音声情報の再現性
に優れると共に、耳甲介腔の窪みに挿入し易くかつ装着後の支持安定性に優れた骨伝導イ
ヤホンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための第１の発明は、楕円体状に形成されかつ音声振動を発生させ
る骨伝導振動部と、前記骨伝導振動部の長さ方向の一端部側かつ厚さ方向の正面側に突設
された正面側凸部と、前記骨伝導振動部の長さ方向の一端部側かつ厚さ方向の背面側に突
設された背面側凸部、を備え、前記骨伝導振動部の長さ方向の一端部側から耳甲介腔の窪
みに挿入し、前記骨伝導振動部の幅方向の下部が前記耳甲介腔の窪みの底部に密着するよ
うに回転させて前記耳甲介腔の窪みに装着した状態で、前記骨伝導振動部の長さ方向の一
端部側が耳珠及び前記耳甲介腔の窪みの壁部に圧接され、前記骨伝導振動部の長さ方向の
他端部側が対珠及び前記耳甲介腔の窪みの壁部に圧接され、前記正面側凸部が前記耳珠に
圧接されると共に、前記背面側凸部が前記耳甲介腔の窪みの壁部における外耳道の入口周
辺に圧接されるように構成したものである。
【０００９】
　第２の発明は、前記骨伝導振動部が、被覆部と、前記被覆部に埋設された圧電セラミッ
ク振動子を備え、前記被覆部と前記正面側凸部と前記背面側凸部が柔軟性部材で構成され
ると共に、前記被覆部と前記正面側凸部と前記背面側凸部を一体成形したものである。
【００１０】
　第３の発明は、前記骨伝導振動部の厚さ方向の正面側につまみ部を突設したものである
。
【００１１】
　第４の発明は、前記つまみ部を前記骨伝導振動部の長さ方向に沿って延びるように設け
、前記耳甲介腔の窪みに装着した状態で、前記つまみ部が前記対珠に圧接されるように構
成したものである。
【００１２】
　第５の発明は、前記骨伝導振動部が、被覆部と、前記被覆部に埋設された骨伝導振動子
を備え、前記被覆部と前記正面側凸部と前記背面側凸部と前記つまみ部が柔軟性部材で構
成されると共に、前記被覆部と前記正面側凸部と前記背面側凸部と前記つまみ部を一体成
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形したものである。
【発明の効果】
【００１３】
　第１の発明によれば、音声振動を発生させる骨伝導振動部が耳珠と耳甲介腔の窪みの壁
部と対珠に圧接され、骨伝導振動部から発生した音声振動にエネルギー損失が生じにくい
ので、音声情報の再現性に優れている。また、楕円体状に形成された骨伝導振動部の長さ
方向の一端部側から耳甲介腔の窪みに挿入して回転させればよく、骨伝導振動部の長さ方
向の寸法よりも幅方向の寸法の方が小さいので、耳甲介腔の窪みに挿入し易い。更に、耳
甲介腔の窪みに装着した状態においては、骨伝導振動部の長さ方向の一端部側が耳珠及び
耳甲介腔の窪みの壁部に圧接され、骨伝導振動部の長さ方向の他端部側が対珠及び耳甲介
腔の窪みの壁部に圧接され、正面側凸部が耳珠に圧接されると共に、背面側凸部が耳甲介
腔の窪みの壁部における外耳道の入口周辺に圧接され、音声振動によって緩みにくい（ず
れにくい）ので、装着後の支持安定性に優れている。
【００１４】
　第２の発明によれば、骨伝導振動子として圧電セラミック振動子を採用しているので、
小型化、軽量化、及び製造コストの低減化を図り易い。また、骨伝導振動部の被覆部と正
面側凸部と背面側凸部を柔軟性部材で構成して一体成形しているので、耳甲介腔の窪みへ
のフィット感が良好であると共に、製造し易い。
【００１５】
　第３の発明によれば、骨伝導振動部の厚さ方向の正面側に突設されたつまみ部をつまむ
ことができるので、耳甲介腔の窪みに装着する際に回転させ易い。
【００１６】
　第４の発明によれば、つまみ部を骨伝導振動部の長さ方向に沿って延びるように設け、
耳甲介腔の窪みに装着した状態で、つまみ部が対珠に圧接されるように構成しているので
、耳甲介腔の窪みに装着する際により回転させ易いと共に、装着後の支持安定性をより向
上できる。
【００１７】
　第５の発明によれば、第２の発明と同様、骨伝導振動子として圧電セラミック振動子を
採用しているので、小型化、軽量化、及び製造コストの低減化を図り易い。また、骨伝導
振動部の被覆部と正面側凸部と背面側凸部とつまみ部を柔軟性部材で構成して一体成形し
ているので、耳甲介腔の窪みへのフィット感が良好であると共に、製造し易い。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１実施形態に係る骨伝導イヤホンの正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】骨伝導イヤホンの右側面図である。
【図４】骨伝導イヤホンを耳甲介腔の窪みに挿入する様子を示す説明図である。
【図５】骨伝導イヤホンを回転させる様子を示す説明図である。
【図６】骨伝導イヤホンを耳甲介腔の窪みに装着した状態を示す説明図である。
【図７】骨伝導イヤホンを耳甲介腔の窪みに装着した状態を示す要部拡大断面図である。
【図８】第２実施形態に係る骨伝導イヤホンの正面図である。
【図９】骨伝導イヤホンの平面図である。
【図１０】骨伝導イヤホンを回転させる様子を示す説明図である。
【図１１】骨伝導イヤホンを耳甲介腔の窪みに装着した状態を示す要部拡大断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　第１実施形態に係る骨伝導イヤホン１は、図１～図３に示すように、骨伝導振動部２と
正面側凸部３と背面側凸部４を備えている。
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【００２０】
　骨伝導振動部２は、楕円体状に形成されており、音声振動を発生可能である。また、骨
伝導振動部２は、図２に示すように、柔軟性部材で構成された被覆部５と、被覆部５に埋
設された骨伝導振動子としての圧電セラミック振動子６を備えている。なお、図示を省略
しているが、圧電セラミック振動子６には、被覆部５を貫通するように配線コードが電気
的に接続されている。
【００２１】
　柔軟性部材としては、シリコーンゴム等のゴム、熱可塑性エラストマー等のエラストマ
ー等が挙げられる。柔軟性部材のゴム硬度（JIS K 6253）としては、４～５が好適である
。これに対し、柔軟性部材のゴム硬度が４未満の場合には、圧電セラミック振動子６等の
骨伝導振動子から発生した音声振動が伝達されにくくなると共に、強度の低下に伴って破
損し易くなる傾向にある。また、柔軟性部材のゴム硬度が５を超える場合には、人体の耳
介（耳）における耳甲介腔の窪みへのフィット感が悪くなる傾向にある。
【００２２】
　圧電セラミック振動子６は、図１～図３に示すように、正面視形状が楕円状の板状に形
成されている。圧電セラミック振動子６のタイプとしては、ユニモルフ、バイモルフ、積
層型等が挙げられる。圧電セラミック振動子６の形状は、特に限定されるものではなく、
正面視形状が長円形状の板状、正面視形状が卵状の板状、正面視形状が多角形状の板状や
、棒状、楕円体状等でもよい。音声振動を発生可能な骨伝導振動子の種類も、特に限定さ
れるものではないが、本実施形態のような圧電セラミック振動子６を採用すれば、小型化
、軽量化、及び製造コストの低減化を図り易いという利点がある。
【００２３】
　正面側凸部３は、骨伝導振動部２の長さ方向（図１の左右方向、図２の左右方向。以下
同じ。）の一端部側２ａかつ厚さ方向（図２の上下方向、図３の左右方向。以下同じ。）
の正面側２ｃに突設されている。背面側凸部４は、骨伝導振動部２の長さ方向の一端部側
２ａかつ厚さ方向の背面側２ｄに突設されている。正面側凸部３や背面側凸部４は、柔軟
性部材で構成されており、骨伝導振動部２の被覆部５と一体成形されている。正面側凸部
３や背面側凸部４の断面形状は、円弧状に限定されるものではなく、適宜変更可能である
。このように、骨伝導振動部２の被覆部５と正面側凸部３と背面側凸部４を柔軟性部材で
構成して一体成形すれば、耳甲介腔の窪みへのフィット感が良好であると共に、製造し易
いという利点がある。
【００２４】
　図４～図７に示すように、上記のように構成された骨伝導イヤホン１を人体の耳介１１
における耳甲介腔１２の窪みに装着する際に、骨伝導振動部２の長さ方向の一端部側２ａ
から耳甲介腔１２の窪みに挿入し、骨伝導振動部２の幅方向（図１の上下方向、図３の上
下方向。以下同じ。）の下部２ｅが耳甲介腔１２の窪みの底部１２ｅに密着するように回
転させれば、骨伝導振動部２の長さ方向の一端部側２ａが耳珠１３及び耳甲介腔１２の窪
みの壁部１２ｄに圧接され、骨伝導振動部２の長さ方向の他端部側２ｂが対珠１４及び耳
甲介腔１２の窪みの壁部１２ｄに圧接され、正面側凸部３が耳珠１３に圧接されると共に
、背面側凸部４が耳甲介腔１２の窪みの壁部１２ｄにおける外耳道１５の入口周辺に圧接
される。
【００２５】
　このように、骨伝導イヤホン１においては、音声振動を発生させる骨伝導振動部２が耳
珠１３と耳甲介腔１２の窪みの壁部１２ｄと対珠１４に圧接され、骨伝導振動部２から発
生した音声振動にエネルギー損失が生じにくいので、音声情報の再現性に優れるという利
点がある。また、楕円体状に形成された骨伝導振動部２の長さ方向の一端部側２ａから耳
甲介腔１２の窪みに挿入して回転させればよく、骨伝導振動部２の長さ方向の寸法よりも
幅方向の寸法の方が小さいので、耳甲介腔１２の窪みに挿入し易いという利点がある。更
に、耳甲介腔１２の窪みに装着した状態においては、骨伝導振動部２の長さ方向の一端部
側２ａが耳珠１３及び耳甲介腔１２の窪みの壁部１２ｄに圧接され、骨伝導振動部２の長
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さ方向の他端部側２ｂが対珠１４及び耳甲介腔１２の窪みの壁部１２ｄに圧接され、正面
側凸部３が耳珠１３に圧接されると共に、背面側凸部４が耳甲介腔１２の窪みの壁部１２
ｄにおける外耳道１５の入口周辺に圧接され、音声振動によって緩みにくい（ずれにくい
）ので、装着後の支持安定性に優れるという利点がある。
【００２６】
　第２実施形態に係る骨伝導イヤホン２１は、図８及び図９に示すように、第１実施形態
において、骨伝導振動部２の厚さ方向の正面側２ｃにつまみ部２２を突設したものである
。
【００２７】
　つまみ部２２は、骨伝導振動部２の長さ方向に沿ってその他端部側２ｂから正面側凸部
３まで延びるように設けられている。このつまみ部２２は柔軟性部材で構成されており、
骨伝導振動部２の被覆部５と正面側凸部３と背面側凸部４とつまみ部２２が一体成形され
ている。このように、被覆部５と正面側凸部３と背面側凸部４とつまみ部２２を柔軟性部
材で構成して一体成形すれば、第１実施形態と同様、耳甲介腔１２の窪みへのフィット感
が良好であると共に、製造し易いという利点がある。
【００２８】
　上記のように構成された骨伝導イヤホン２１を耳甲介腔１２の窪みに装着する際には、
第１実施形態と同様、骨伝導振動部２の長さ方向の一端部側２ａから耳甲介腔１２の窪み
に挿入し、つまみ部２２をつまんだ状態で、図１０及び図１１に示すように、骨伝導振動
部２の幅方向の下部２ｅが耳甲介腔１２の窪みの底部１２ｅに密着するように回転させれ
ばよい。
【００２９】
　このように、骨伝導振動部２の厚さ方向の正面側２ｃにつまみ部２２を突設しておけば
、つまみ部２２をつまむことができるので、耳甲介腔１２の窪みに装着する際に回転させ
易いという利点がある。また、つまみ部２２を骨伝導振動部２の長さ方向に沿って延びる
ように設け、耳甲介腔１２の窪みに装着した状態で、つまみ部２２が対珠１４に圧接され
るように構成しておけば、耳甲介腔１２の窪みに装着する際により回転させ易いと共に、
装着後の支持安定性をより向上できるという利点がある。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　以上のように、本発明に係る骨伝導イヤホンは、人体の骨組織を介して音声振動を内耳
へ伝達可能なイヤホンとして有用であり、特に、音声情報の再現性の向上、耳甲介腔の窪
みへの装着容易性の向上、及び装着後の支持安定性の向上を図るための骨伝導イヤホンと
して好適である。
【符号の説明】
【００３１】
　１，２１　骨伝導イヤホン
　２　骨伝導振動部
　２ａ　一端部側
　２ｂ　他端部側
　２ｃ　正面側
　２ｄ　背面側
　２ｅ　下部
　３　正面側凸部
　４　背面側凸部
　５　被覆部
　６　圧電セラミック振動子
１２　耳甲介腔
１２ｄ　壁部
１２ｅ　底部
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１３　耳珠
１４　対珠
１５　外耳道
２２　つまみ部
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