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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】音導管を備えたイヤホン構造を提供する。
【解決手段】筐体１０と音導ハウジング２０と第１スピ
ーカユニット３０と第２スピーカユニット４０とを含む
音導管２３を備えたイヤホン構造１であって、筐体１０
は、筐体壁１１と筐体壁の一方側に位置するサウンドホ
ール１２とを備える。音導ハウジング２０は、筐体内部
に設けられ、フロント音導部２１とリア音導部２５とを
備える。フロント音導部２１はサウンドホール１２に近
く、第１収容部と第１収容部に連通し且つサウンドホー
ル１２に向かって延伸する音導管２３とを備え、フロン
ト音導部２１と筐体壁１１の間に音導路を形成する。リ
ア音導部２５は、フロント音導部２１に比べると、サウ
ンドホール１２から離れ且つ第２収容部を含み、第２収
容部が音導路に連通する。第１スピーカユニット３０は
、第１収容部内に設けられる。第２スピーカユニット４
０は、第２収容部内に設けられる。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
    筐体壁と前記筐体壁の一方側に位置するサウンドホールとを備える筐体と、
    前記サウンドホールに近く、第１収容部と前記第１収容部に連通し且つ前記サウンド
ホールに向かって延伸する音導管とを備え、前記筐体壁との間に音導路を形成するフロン
ト音導部と、前記フロント音導部に比べると、前記サウンドホールから離れ、前記音導路
に連通する第２収容部を備えるリア音導部とを含み、筐体内部に設けられる音導ハウジン
グと、
    前記第１収容部内に設けられる第１スピーカユニットと、
    前記第２収容部内に設けられる第２スピーカユニットと、
    を含むことを特徴とする音導管を備えたイヤホン構造。
【請求項２】
    前記第１スピーカユニットは、チャンバーと前記チャンバーの一方側に開設された出
力口を含み、且つ前記出力口が前記音導管の位置に合わせることを特徴とする請求項１に
記載の音導管を備えたイヤホン構造。
【請求項３】
    前記筐体の一方側は、半径方向内方に縮んだ放音道を備え、前記サウンドホールが前
記放音道の末端に位置し、前記音導管が前記放音道内に位置し、且つ放音口を含み、前記
放音口が前記サウンドホールに近くことを特徴とする請求項１に記載の音導管を備えたイ
ヤホン構造。
【請求項４】
    前記放音口と前記筐体のサウンドホールが実質的に同一平面上に在ることを特徴とす
る請求項３に記載の音導管を備えたイヤホン構造。
【請求項５】
    前記フロント音導部は、前記サウンドホールに向かう前壁と前記前壁の外周に連接す
る環状周壁とを含み、前記音導管が前記前壁の中央に位置し、前記第１収容部が前記前壁
と前記環状周壁の間に位置することを特徴とする請求項１に記載の音導管を備えたイヤホ
ン構造。
【請求項６】
    前記リア音導部の幅が、前記フロント音導部の幅より広くすることを特徴とする請求
項１に記載の音導管を備えたイヤホン構造。
【請求項７】
    前記リア音導部は、拡大環状周壁と外周壁とを含み、前記拡大環状周壁が半径方向に
前記第１収容部の後側に連接し、また前記サウンドホールに向い、前記外周壁が前記拡大
環状周壁の外周に連接し、前記第２収容部が前記拡大環状周壁と前記外周壁の間に位置す
ることを特徴とする請求項６に記載の音導管を備えたイヤホン構造。
【請求項８】
    前記拡大環状周壁に少なくとも１個の導音孔を開設し、前記少なくとも１個の導音孔
が前記音導路に連通することを特徴とする請求項７に記載の音導管を備えたイヤホン構造
。
【請求項９】
    前記第２スピーカユニットは、振動板を含み、且つ前記第１スピーカユニットに構設
されることを特徴とする請求項１に記載の音導管を備えたイヤホン構造。
【請求項１０】
    前記第１スピーカユニットは、高音用スピーカユニットとし、前記第２スピーカユニ
ットが低音用スピーカユニットとすることを特徴とする請求項１に記載の音導管を備えた
イヤホン構造。
　
 
【考案の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
    　　本考案は、スピーカに関し、特に、音導管を備えたイヤホン構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
    　　イヤホン、スピーカ或いはエンクロージャー等のように一般的な音楽再生製品は
、市場において非常に普及していて、その主な機能は人々の聴覚に楽しさをもたらすこと
ができることであり、気持ちをリラックスさせる効果を奏する以外に、娯楽性も兼ね備え
ているため消費者のお気に入りになっている。
【０００３】
    　　しかし、時代の進歩に伴い消費者が聴く音色や品質に対して益々重んじるように
なってきた。よって、好ましい音声効果を提供するため、音楽再生製品の内部の大半には
異なる可聴周波数のユニットが取り付けられ、例えば高音域用ユニットと低音域用ユニッ
トを取り付けることで、対応する可聴周波数の特徴について各々処理することでより一層
高品質のサウンド効果を提供できるようになった。
【０００４】
    　　異なる可聴周波数のユニットから発せられる音声波長が異なるので、異なる可聴
周波数の間における相互干渉を避けさせるため、上記高音域用ユニットと低音域用ユニッ
トの配置関係が重要な要因となる。よって如何にして構造上の設計を利用して、異なる可
聴周波数の間における相互の影響を防止することで、高品質のサウンド効果を提供するか
は、現在の業界において研究が急務の課題となっている。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
    　　考案者は、この点に鑑み鋭意研究を重ねた結果本考案に到達した。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
    　　本考案は、筐体と音導ハウジングと第１スピーカユニットと第２スピーカユニッ
トとを含む音導管を備えたイヤホン構造を提供することにある。前記筐体は、筐体壁と筐
体壁の一方側に位置するサウンドホールとを備える。前記音導ハウジングは、筐体内部に
設けられ、フロント音導部とリア音導部とを備える。前記フロント音導部はサウンドホー
ルに近く、第１収容部と第１収容部に連通し且つサウンドホールに向かって延伸する音導
管とを備え、フロント音導部と筐体壁の間に音導路を形成する。前記リア音導部は、フロ
ント音導部に比べると、サウンドホールから離れ且つ第２収容部を含み、前記第２収容部
が音導路に連通する。第１スピーカユニットは、第１収容部内に設けられる。第２スピー
カユニットは、第２収容部内に設けられる。上記第１スピーカユニットは高音用スピーカ
ユニットとし、第２スピーカユニットが低音用スピーカユニットとすることができる。
【０００７】
    　　これにより、本考案は第１スピーカユニットと第２スピーカユニットを通じて、
音導ハウジングの第１収容部と第２収容部内に各々設けられ、第１スピーカユニットから
発せられた音声信号が音導管を経由してサウンドホールに向けて導かれ、また第２スピー
カユニットから発せられた音声信号が音導路を経由してサウンドホールに向けて導かれ、
第１スピーカユニットと第２スピーカユニットから発せられた異なる音声信号を導く過程
において互いに干渉することがない。且つ音導管が更にサウンドホールに向けて延伸した
技術的特徴により、第１スピーカユニットと第２スピーカユニットから発せられた異なる
音声信号が更にサウンドホール位置に近い箇所で互いに結合することで、相互干渉の時間
（異なる音声信号に異なる波長と周波数があるため、互いに干渉しやすい）を更に減らし
、イヤホン構造から発せられる音の音色と品質を大幅に向上できる。
【０００８】
    　　一実施例において、上記第１スピーカユニットは、チャンバーとチャンバーの一
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方側に開設された出力口を含み、且つ出力口が音導管の位置に合わせ、第１スピーカユニ
ットから発せられた音声信号を直接出力口から音導管内に導入させることができる。
【０００９】
    　　一実施例において、上記筐体の一方側は、半径方向内方に縮んだ放音道を備え、
上記サウンドホールが放音道の末端に位置し、音導管が放音道内に位置し、且つ放音口を
含み、前記放音口がサウンドホールに近く。或いは、放音口と筐体のサウンドホールが実
質的に同一平面上に在り、第１スピーカユニットと第２スピーカユニットから発せられた
異なる音声信号がサウンドホールの箇所に結合させることができ、更に相互干渉の時間を
減らすことでイヤホン構造から発せられる音の音色と品質が向上する。
【００１０】
    　　一実施例において、フロント音導部はサウンドホールに向かう前壁と前壁外周に
連接する環状周壁とを含み、音導管が前壁の中央に位置し、第１収容部が前壁と環状周壁
の間に位置する。
【００１１】
    　　一実施例において、リア音導部の幅を音導部の幅より広くすることができ、且つ
リア音導部は拡大環状周壁と外周壁とを含み、拡大環状周壁が半径方向に第１収容部の後
側に連接し、またサウンドホールに向い、外周壁が拡大環状周壁の外周に連接し、第２収
容部が拡大環状周壁と外周壁の間に位置する。前記拡大環状周壁に少なくとも１個の導音
孔を開設し、前記導音孔が音導路に連通し、第２収容部内にある第２スピーカユニットか
ら発せられた音声信号を音導路内に導入させることができる。
【００１２】
    　　一実施例において、第２スピーカユニットは振動板を含むことができ、振動板の
振動によって音波を発生し、且つ第２スピーカユニットが第１スピーカユニットに構設さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案に係るイヤホン構造の立体図である。
【図２】本考案に係るイヤホン構造の分解立体図である。
【図３】本考案に係るイヤホン構造の分解断面図である。
【図４】本考案に係るイヤホン構造の断面図である。
【図５】本考案に係るイヤホン構造の他の実施例の断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
    　　図１、図２、図３を参照すると、本考案に係るイヤホン構造の立体図、分解立体
図及び分解断面図である。前記イヤホン構造１は、筐体１０と音導ハウジング２０と第１
スピーカユニット３０と第２スピーカユニット４０とを含む。前記筐体１０は、中空ケー
スで、且つ組立式筐体（図２）で、筐体壁１１と筐体壁１１の一方側に位置するサウンド
ホール１２とを備える。本実施例において、筐体１０の一方側が半径方向内方に縮んだよ
うになると共に外部に連通する放音道１３を形成し、上記サウンドホール１２が放音道１
３の末端に位置し、サウンドホール１２の外部にイヤーピース１４を更に嵌設し、前記イ
ヤーピース１４は利用者の外耳道内に挿入され、イヤホン構造１で発生する音を利用者に
伝達させることができる。
【００１５】
    　　上記音導ハウジング２０は、中空カバーで、筐体１０の内部（音導ハウジング２
０は接着接合、嵌合又は係合等の方式を通じて筐体壁１１の内部に取り付けられることが
できる）に設けられる。前記音導ハウジング２０は、フロント音導部２１とリア音導部２
５とを含む。前記フロント音導部２１は、サウンドホール１２に近く、第１収容部２２と
音導管２３とを備える。前記フロント音導部２１は、サウンドホール１２に向かう前壁２
１１と前壁２１１外周に連接する環状周壁２１２とを含んで円形カバー体を形成し、第１
収容部２２が前壁２１１との環状周壁２１２の間で形成する。つまり、第１収容部２２は
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円形カバー体で取り囲む空間である。上記音導管２３が円形管体で、前壁２１１の中央に
位置し、且つ第１収容部２２に連通すると共にサウンドホール１２に向けて延伸する。
【００１６】
    　　このほかに、図４を参照すると、本考案に係るイヤホン構造の断面図である。前
記フロント音導部２１と筐体壁１１の間にピッチがあることで、フロント音導部２１と筐
体壁１１の間で環状音導路２４を形成させる。音導管２３が放音道１３内に位置し、且つ
音導管２３の末端が、放音口２３１を備え、前記放音口２３１がサウンドホール１２に近
い。且つ前記音導路２４は、サウンドホール１２と接続し、音が音導路２４を経由してサ
ウンドホール１２に向けて導出させることができる。
【００１７】
    　　上記リア音導部２５は円形カバー体で、上記フロント音導部２１と同心配置され
、且つフロント音導部２１に比べるとサウンドホール１２から離れている。このほかに、
リア音導部２５の幅がフロント音導部２１の幅より広く、つまり、リア音導部２５の直径
がフロント音導部２１の直径より大きくなる。リア音導部２５は拡大環状周壁２５１と外
周壁２５２と第２収容部２６とを含み、前記拡大環状周壁２５１が、半径方向に第１収容
部２２の後側に連接し且つサウンドホール１２に向い、外周壁２５２が拡大環状周壁２５
１の外囲に連接し、前記第２収容部２６が拡大環状周壁２５１と外周壁２５２の間に位置
し、且つ第１収容部２２に連通する。また、拡大環状周壁２５１に複数の導音孔２５３を
設け、複数の導音孔２５３が音導路２４に連通する。本実施例において、複数の導音孔２
５３は等角に設置され且つ環状アレイ形態を呈する(図２)。
【００１８】
    　　図４に示すように、本実施例において、上記第１スピーカユニット３０は高音ス
ピーカユニットとすることができ、且つフロント音導部２１の第１収容部２２内に設けら
れる。本実施例において、第１スピーカユニット３０は、チャンバー３１と出力口３２と
を備え、チャンバー３１が円形チャンバー形態で、且つチャンバー３１の周壁が第１収容
部２２の周壁に隣接する。出力口３２はチャンバー３１の一方側に開設され、且つ音導管
２３の位置に合わせることで、第１スピーカユニット３０から発せられた音声信号を、音
導管２３を経由しサウンドホール１２に向けて導く。言い換えると、前記出力口３２は音
導管２３内の通路と接続する。
【００１９】
    　　上記第２スピーカユニット４０は、低音スピーカユニットとすることができ、且
つリア音導部２５の第２収容部２６内に設けられて、第２スピーカユニット４０から発せ
られた音声信号を、上記拡大環状周壁２５１の導音孔２５３を経由して音導路２４内に導
入させることができる。第２スピーカユニット４０はフレーム４１と振動板４２と蓋体４
３とを含み、前記振動板４２がフレーム４１と蓋体４３の間に構設され、第２スピーカユ
ニット４０が振動板４２の振動を通じて音波を発生させ、フレーム４１にポールピース、
磁石、ボイスコイル及び回路基板等の構造を取り付けことができ、これは従来の構造であ
るためここで詳細な記述を省略する。このほかに、第２スピーカユニット４０の蓋体４３
は、更に第１スピーカユニット３０に構設される。
【００２０】
    　　これにより、また図４に示すように、仮に第１スピーカユニット３０を高音用ス
ピーカユニットの場合、第２スピーカユニット４０が低音用スピーカユニットとなる。前
記第２スピーカユニット４０は、振動板４２の振動を通じて低周波の音波を発生させ、リ
ア音導部２５の導音孔２５３を経由して音導路２４に入ることでサウンドホール１２に導
かせることできる（矢印Ｌ１）。第１スピーカユニット３０で発生された高周波の音波は
、音導管２３を経由してサウンドホール１２に導かせる（矢印Ｌ２）。よって、第１スピ
ーカユニット３０と第２スピーカユニット４０が各々発生した異なる可聴周波数の音波は
、導く過程においても相互干渉が生じることがないため、イヤホン構造１から発せられる
音の音色と品質を効果的に向上できる。
【００２１】
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    　　このほかに、本考案の音導管２３を通じて更にサウンドホール１２に向けて延伸
する構造設計は、第１スピーカユニット３０と第２スピーカユニット４０が各々発生した
異なる可聴周波数の音波は、サウンドホール１２に更に近い位置で結合できるので、相互
干渉の時間（異なる可聴周波数の音波に異なる波長と周波数があるので、互いに干渉しや
すい）を更に減らしてイヤホン構造１から発せられる音の音色と品質を大幅に向上できる
。
【００２２】
    　　また、図５を参照すると、本考案に係るイヤホン構造の他の実施例の断面図であ
る。本実施例において、前記イヤホン構造１ａの音導管２３の放音口２３１と筐体１０の
サウンドホール１２は、実質的に同一平面に在る。これを介して、第１スピーカユニット
３０と第２スピーカユニット４０が各々発生した異なる可聴周波数の音波は、サウンドホ
ール１２の箇所で結合させることができ、相互干渉の時間を更に減らしてイヤホン構造１
から発せられる音の音色と品質を向上できる。簡単に言うと、音導管２３の放音口２３１
が筐体１０のサウンドホール１２に近ければ近いほど、第１スピーカユニット３０と第２
スピーカユニット４０が各々発生する異なる可聴周波数の音波の干渉が益々少なくなる。
【００２３】
    　　本考案の技術的内容は、好ましい実施例で上記通り開示され、そのような実施例
により本考案の保護範囲が限定されるべきものではなく、当業者が本考案の精神から離れ
ることなく種々の変更及び改変を為し得ることは、本考案の範囲に含めるものであるのが
勿論である。よって本考案の保護範囲は、本明細書に添付する実用新案登録請求の範囲で
定義しているものを基準とする。
【符号の説明】
【００２４】
　　　１、１ａ  イヤホン構造
　　　１０  筐体
　　　１１  筐体壁
　　　１２  サウンドホール
　　　１３  放音道
　　　１４  イヤーピース
　　　２０  音導ハウジング
　　　２１  フロント音導部
　　　２１１    前壁
　　　２１２    周壁
　　　２２  第１収容部
　　　２３  音導管
　　　２３１    放音口
　　　２４  音導路
　　　２５  リア音導部
　　　２５１    拡大環状周壁
　　　２５２    外周壁
　　　２５３    導音孔
　　　２６  第２収容部
　　　３０  第１スピーカユニット
　　　３１  チャンバー
　　　３２  出力口
　　　４０  第２スピーカユニット
　　　４１  フレーム
　　　４２  振動板
　　　４３  蓋体
　　　 



(7) JP 3197664 U 2015.5.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 3197664 U 2015.5.28

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

