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(57)【要約】
　生物学的に適合する形で体の表面に着用できるハンズ
フリーの電子装置及び電子機能について説明する。実施
形態は、電子製品と、人体の生物学的、解剖学的及び生
体力学的側面との間の収束をもたらしながら、人間の感
覚及び人体の生理機能と実践的に相互作用することがで
きるハンズフリーで互換性の高いウェアラブル電子装置
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】
　電子装置のためのホルダであって、
　ヘッドホンレシーバを含む、ユーザに固定されるように構成されたハウジングと、
　前記ヘッドホンレシーバに接続するように構成されたコネクタを含むヘッドホンと、
を備え、前記コネクタには、第１の長さを有するように構成された第１のワイヤによって
第１のイヤホンが取り付けられるとともに、第２の長さを有するように構成された第２の
ワイヤによって第２のイヤホンが取り付けられ、第１の長さと第２の長さとの比率は、少
なくとも１．２５：１である、
ことを特徴とするホルダ。
【請求項２】
　前記ハウジングに接続して、該ハウジングを前記ユーザに固定するように構成されたス
トラップをさらに備える、
請求項１のホルダ。
【請求項３】
　前記ハウジングは、前記ユーザの中心軸から横方向にオフセットされた位置においてス
トラップ上に位置付けられる、
請求項１のホルダ。
【請求項４】
　前記ストラップは、バックパックストラップである、
請求項３のホルダ。
【請求項５】
　前記ハウジングは、帽子の側部に位置付けられる、
請求項１のホルダ。
【請求項６】
　前記ハウジングは、シャツの上に位置付けられる、
請求項１のホルダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ウェアラブル電子装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、ビデオゲーム、コンピュータ及び
その他のハンドヘルド電子製品の使用が非常に増加してきている。これらの装置はハンド
ヘルド式であるため、コンピュータなどのこれらの電子装置の一部は、ユーザが別個のケ
ースに入れて持ち運ぶことが多い。これまで、眼鏡のフレームに一体化された音楽プレー
ヤ、眼鏡型無線装置及びウェアラブルコンピュータなどのウェアラブル電子装置を開発す
る試みが行われてきた。しかしながら、従来の装置は、電子製品と人体の生物学的側面と
の分断性に起因して、人体と適切に相互作用するとともに、人体と解剖学的及び生理的に
適合しながら視覚を含む感覚との完全な相互作用を可能にする有用なウェアラブル電子装
置を提供できていなかった。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示は、ハウジング及びヘッドホンを含む電子装置を提供する。ハウジングは、ヘッ
ドホンレシーバを含む。ハウジングは、ユーザの中心軸から一定距離だけ横方向にオフセ
ットされた位置においてユーザに固定される。ヘッドホンは、ヘッドホンレシーバに接続
するように構成されたコネクタを含み、コネクタには、第１の長さを有するように構成さ
れた第１のワイヤによって第１のイヤホンが取り付けられるとともに、第２の長さを有す
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るように構成された第２のワイヤによって第２のイヤホンが取り付けられ、第１の長さと
第２の長さとの比率は、少なくとも１．２５：１である。
【０００４】
　以下の例示的な実施形態の詳細な説明を添付図面と併せて検討することにより、本開示
の実施形態の利点及び特徴が明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本開示の例示的な実施形態によるホルダの正面図である。
【図２】図１のホルダの背面図である。
【図３】図１のホルダの側面図である。
【図４】図１のホルダに組み込まれた格納式ケーブルの正面図である。
【図５】本開示の例示的な実施形態による、ホルダの実施形態の背面図である。
【図６】本開示の例示的な実施形態による、ホルダの実施形態の背面図である。
【図７】本開示の例示的な実施形態による、図１のホルダをシャツの上に着用したユーザ
の正面図である。
【図８】本開示の例示的な実施形態による、ストラップ付きホルダの正面図である。
【図９】本開示の例示的な実施形態による、図８のホルダの背面図である。
【図１０】図８のホルダを着用したユーザの正面図である。
【図１１】本開示の例示的な実施形態による、ホルダの上部及び底部に細長い面ファスナ
式ストラップを含むホルダの背面図である。
【図１２】図１１のホルダの正面図である。
【図１３】バックパックのストラップ上に図１１のホルダを着用したユーザの正面図であ
る。
【図１４】本開示の例示的な実施形態による、ホルダを取り付けるための面ファスナを含
む帽子の背面図である。
【図１５】図１４の帽子の側面図である。
【図１６】本開示の例示的な実施形態による、ホルダを取り付けた帽子の背面図である。
【図１７】図１６の帽子の側面図である。
【図１８】本開示の例示的な実施形態による帽子及びホルダを示す図である。
【図１９】本開示の例示的な実施形態によるヘッドホンを示す図である。
【図２０】本開示の例示的な実施形態によるヘッドホンを示す図である。
【図２１】本開示の例示的な実施形態による、図２０のヘッドホンを用いたシャツ及びホ
ルダを示す図である。
【図２２】本開示の例示的な実施形態による、図２０のヘッドホンを用いた帽子及びホル
ダを示す図である。
【図２３】本開示の例示的な実施形態によるホルダの背面図である。
【図２４】図２３のホルダの側面図である。
【図２５】図２３のホルダの正面図である。
【図２６】ユーザに見えるように直立姿勢になるよう構成された図２３～図２５のホルダ
を示す図である。
【図２７】本開示の例示的な実施形態によるホルダを示す図である。
【図２８】本開示の例示的な実施形態による可撓性アームを取り付けた図２７のホルダを
示す図である。
【図２９】座席のヘッドレストに配置された図２８のホルダを示す図である。
【図３０】図２９の座席のヘッドレストに配置された図２８のホルダの別の図である。
【図３１】ホルダを異なる方向に向けた図３０と同様の図である。
【図３２】ホルダをさらに別の方向に向けた図３０及び図３１と同様の図である。
【図３３】本開示の例示的な実施形態によるホルダ固定システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
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　出願人は、現在利用可能なウェアラブル電子装置の構成に、ウェアラブル電子装置を着
用者の体の一体部分であるかのように感じさせる、又は運動を含む様々な日常行為を着用
者が行う能力に影響しないかのように感じさせる、人体との人間工学的適合性が欠けてい
ることに気付いた。さらに、出願人は、生物学的に適合する形で体の表面に着用できるハ
ンズフリーの電子装置及び電子機能を提供することが望ましいと気付いた。本開示の実施
形態は、電子製品と、人体の生物学的、解剖学的及び生体力学的側面との間の収束をもた
らしながら、人間の感覚及び人体の生理機能と実践的に相互作用することができるハンズ
フリーで互換性の高いウェアラブル電子装置を提供する。
【０００７】
　また、従来の「ハンドヘルド」装置は、手に持つ必要がある。携帯電話機及びデジタル
プレーヤの中には、ユーザが第２の装置を有することによってこれらを手に持たずに操作
できるようにするアクセサリを有するものもあるが、このような装置及びアクセサリを使
用することは面倒であり、これらのアクセサリを実際に使用するまで持ち運んで保管する
必要がある。
【０００８】
　さらに、ハンドヘルド装置は、紛失又は置き忘れしやすく、注意していないと簡単に盗
まれることがある。ユーザが既に体に着用している装備に加えて余分な装置を持ち運ぶ必
要なく、快適に、邪魔にならずに、生物学的に適合する形で着用できる非ハンドヘルド式
のハンズフリー装置を有することが非常に有用と思われる。本開示の実施形態は、ハンド
ヘルド装置をハンズフリー装置にして体に着用できるようにする。
【０００９】
　ウェアラブル電子装置では、放射線被曝のリスクが深刻な問題と考えられる。例えば、
携帯電話機、並びにその他のコンピュータ装置及びコミュニケーション装置は、全て無線
周波数（ＲＦ）エネルギーを放出する。ＲＦエネルギーは、ユーザに発癌リスクをもたら
し得る電磁放射線の一種である。携帯電話機の主なＲＦエネルギー源はアンテナを通じて
生み出され、ほとんどの電話機は、使用時に側頭部近くに保持される。人の予想ＲＦエネ
ルギー被曝量は、アンテナが頭に近ければ近いほど増える。
【００１０】
　通常、ハンドヘルド式携帯電話機は頭部近くに保持されるので、携帯電話機によって生
み出されるＲＦエネルギーは、頭部内の脳及びその他の組織に影響を与える可能性がある
。研究者らは、ＲＦエネルギーが悪性脳腫瘍を引き起こす可能性があるかどうかに注目し
ている。唾液腺も、頭部付近に保持された携帯電話機からのＲＦエネルギーに曝される恐
れがあり、唾液腺癌は、携帯電話機の使用に関連付けられてきた。
【００１１】
　ハンドヘルド装置に代わるものとして、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ヘッドセット
がある。しかしながら、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ヘッドセットもＲＦエネルギー
を放出する。多くのイヤホン装置が放出する放射線レベルは携帯電話機よりも低いが、イ
ヤホンの動力源はさらに脳に近い。従って、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ヘッドセッ
トも、ハンドヘルド式携帯電話機と同じ問題を引き起こす可能性がある。さらに、携帯電
話機は、それ自体が局所的に放射線を放出し続け、体を通じて頭部のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）ヘッドセットに到達して放射線被曝量を高める。
【００１２】
　本開示の目的は、電子装置を収容して放射線被曝を回避又は最小化するウェアラブルホ
ルダを提供することである。
【００１３】
　本開示は、電子製品と、人体の解剖学的及び生体力学的側面との間の収束について教示
しながら、人間の感覚と相互作用できる一連のハンズフリーなウェアラブル電子装置を提
供する。
【００１４】
　本開示は、未使用時には十分にコンパクトであり、使用時には装置と視覚機能、聴覚機
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能、発話機能及び触覚機能との十分な相互作用を可能にするシステムを提供する。
【００１５】
　本開示のさらに別の目的は、電子装置を収容するためのハンズフリーな支持構造を提供
することである。
【００１６】
　以下の説明を添付図面と併せて参照すれば、本開示のこれらの及びその他の目的、並び
にその意図する利点がさらに容易に明らかになるであろう。
【００１７】
　図面に示す本開示の例示的な実施形態の説明では、明確化のために特定の専門用語を使
用することがある。しかしながら、本開示は、そのように選択される特定の用語に限定さ
れるものではなく、各特定の用語は、同様に動作して同様の目的を達成する全ての技術的
同等物を含むと理解されたい。
【００１８】
　本開示では、頭部及び外耳道などの放射線に弱い身体部分に放出される放射線を排除又
は低減することによって複数のハンドヘルド装置をハンズフリーかつ放射線フリーにする
方法及び装置について教示する。本開示は、本明細書においてホルダと呼ぶ支持構造を提
供する。このホルダには、携帯電話機などの電子装置が収容され、ホルダに取り外し自在
に取り付けられる。電子装置とホルダとの間の接続部は、伸縮自在なコードを含み、この
コードは、格納式ワイヤを含むスプール、又はばねの能力を有する伸長可能なコイル状ワ
イヤであることが最も好ましい。電子装置は、ホルダの電気的接続部に解除自在に接続さ
れる。ホルダには、特製のイヤホンも取り外し自在に取り付けられる。また、電子装置、
ホルダ及びイヤホン間の通信は、有線であっても、又は無線であってもよいと理解された
い。
【００１９】
　添付図面に関連する以下の説明から、本開示の他の特徴、恩恵及び利点が明らかになる
であろう。
【００２０】
　図１は、本開示の例示的な実施形態によるホルダ１０の正面斜視図である。ホルダ１０
は、好ましくはヘッドホンレシーバ１２を有する透明なプラスチックハウジング１１によ
って覆われた正面部分１５を含み、ヘッドホンレシーバ１２は、その位置がハウジング１
１の縁部１６と平行に、又は縁部１６に沿って適所に保たれるようにスタビライザ１４に
よって包まれる。ハウジング１１の正面上部のリップ部１８は、ホルダ１０から電気装置
又は電子装置を容易に引っ張り出せるようにする凹み部又は挿入部２０を有する。例示的
な実施形態では、この装置が携帯電話機である。
【００２１】
　図２及び図３は、それぞれホルダ１０の背面斜視図及び側面斜視図であり、ハウジング
１１の背面２４には格納式ケーブルアセンブリ２２が組み込まれる。格納式ケーブルアセ
ンブリ２２は、ホルダ１０の背面２４から見て右上の位置に存在することができる、ケー
ブル２３によってホルダ１０に取り付けられたコネクタ２６を含む。ケーブルアセンブリ
２２は、金属、プラスチック又はその他の好適な材料で作製できるリング３０によって取
り囲むことができるアセンブリ開口部２８をさらに含む。リング３０及び右上のアセンブ
リ開口部２８の位置は、ケーブル２３のスムーズな引き込み及び引き出しを可能にする。
しかしながら、他の実施形態では、アセンブリ開口部２８を他の配向で位置付けることも
できる。ヘッドホンレシーバ１２は、ハウジング１１の背面２４に位置するヘッドホンワ
イヤ開口部３４を通って延びることができるヘッドホンワイヤ又はケーブル３２によって
ホルダ１０に接続される。ホルダ１０は、ホルダ１０を衣服、帽子、バッグ及びその他の
アイテムに取り付けるために使用できる、ハウジング１１上に位置する取り付け装置３６
を含むことができる。
【００２２】
　図４に、別の実施形態の格納式ケーブルアセンブリ１２２を示す。この実施形態では、
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コネクタ２６のためのアセンブリ開口部２８が右上の位置に存在し、格納式ケーブルアセ
ンブリ１２２の左上角に位置するヘッドホンワイヤ開口部１３４からヘッドホンレシーバ
１２が延びる。
【００２３】
　図５は、本発明の例示的な実施形態による、ホルダ１０と同様のホルダ１１０の背面図
である。ホルダ１０の特徴部と同じ品目番号の特徴部は、ホルダ１０について説明した特
徴部と同様又は同一のものである。ホルダ１１０に含まれるハウジング１１１上には、取
り付け装置１３６を位置付けることができる。取り付け装置１３６は、ホルダ１１０を衣
服、帽子及びバッグに取り付けるために使用できる、ＶＥＬＣＲＯ（登録商標）と同様の
面ファスナ構成を含むことができる。
【００２４】
　図６は、背面２２４に格納式ケーブルアセンブリ２２が組み込まれたホルダ２１０の背
面図である。前の実施形態と同様に、右上の位置にコネクタ２６が配置され、ケーブル２
３によってホルダ２１０に取り付けられる。格納式ケーブル２３は、ケーブル２３がスム
ーズに滑動できるようにリング３０によって取り囲まれたアセンブリ開口部２８を通って
延びる。背面２２４の左側には、ホルダ２１０の側面におけるヘッドホンレシーバ１２の
適切な配置を可能にするヘッドホンワイヤ開口部３４が位置する。この実施形態では、取
り付け装置２３６が、ホルダ２１０を衣服、帽子及びバッグに取り付けるために使用でき
るピン又はその他の取り付け機構の形を取ることができる。
【００２５】
　図７は、シャツ４０の上にホルダ１０を着用したユーザ３０の正面図である。ホルダ１
０は、ピン、面ファスナ構成を含むことができる取り付け装置３６、１３６又は２３６、
或いは他の取り付け機構によってシャツ４０に取り付けられる。
【００２６】
　図８及び図９は、本開示の例示的な実施形態による、ユーザが首の周囲に着用するスト
ラップ４２を含むホルダ３１０のそれぞれ正面斜視図及び背面斜視図である。ホルダ３１
０に含まれるハウジング３１１上には、環（ｅｙｅｓ）４４が位置付けられる。ストラッ
プ４２は、ストラップ４２をホルダ３１０に接続又は装着するために使用できるフック４
６を含む。図８の例示的な実施形態では、環４４が、ハウジング３１１の側部又は縁部３
１６に沿って配置される。一方、環４４は、ハウジング３１１の上部又は縁部４８、或い
はフック４６を取り付けるのに便利な他の位置に設置又は配置することもできる。ハウジ
ング３１１は、取り付け装置３６、１３６又は２３６に類似することができる取り付け装
置が位置付けられた背面３２４も含む。取り付け装置３６は、ユーザが激しい活動を行っ
た場合にホルダ３１０が過度に動くのを防ぐ。図１０は、ストラップ４２によってユーザ
５０の首５２の周囲に固定されたホルダ３１０を着用したユーザ５０の正面斜視図である
。
【００２７】
　図８は、ストラップ４２に恒久的に取り付けられた固定具８６０とも呼ばれる布又は面
ファスナ要素８６０も含む。固定具８６０は、本明細書においてさらに詳細に説明するヘ
ッドホン６６０又は８５２などのヘッドホンのヘッドホンワイヤを保持するように構成さ
れる。固定具８６０は、未使用時又は使用時にヘッドホンが自然にぶら下がってユーザの
邪魔になり、さらには危険を招く可能性を防ぐのに役立つ。固定具８６０は、固定具８６
０とヘッドホン８５２との間の摩擦接触によって適所に保持されたヘッドホン８５２を捕
捉する位置に示されている。
【００２８】
　図１１～図１３にはホルダ４１０を示しており、上述した特徴と同様又は同一の特徴に
は同じ図品目番号を付している。ホルダ４１０は、延長部５４が配置され、取り付けられ
、又は一体形成されたハウジング４１１を含む。一体形成された延長部５４は、限定する
わけではないが、帽子、シャツ及びバッグを含む様々な衣料品にホルダ４１０を取り付け
るための面ファスナ式取り付け構成５６を含むことができる。図１３は、バックパック、
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サスペンダ、トラボイ、又はユーザ５８の肩から下向きに延びるこのようなストラップを
利用する他のアイテムの一部とすることができるストラップ６０に取り付けられたホルダ
４１０を着用したユーザ５８の正面図である。ホルダ４１０は、ユーザ５８の中心の垂直
長手方向軸からオフセットされているので、異なる長さのワイヤを有するヘッドホン８５
２を用いて余分な配線を最小限に抑えている。ヘッドホン８５２については、本明細書に
おいてさらに詳細に説明する。
【００２９】
　図１４～図１７には、本開示の例示的な実施形態による、大まかに６２で示す帽子を示
す。帽子６２は、ホルダ４１０の取り付け位置として使用できる、嵌合面ファスナ部分５
６を有する１又は２以上の面ファスナ部分６４を含む。面ファスナ部分６４は、帽子６２
の後部６６、側部６８又はその他の領域に存在することができる。
【００３０】
　図１８は、本開示の例示的な実施形態による、ホルダを有する帽子８３４の背面斜視図
である。帽子８３４は、電子装置８３８のための内蔵ポケット８３６を含む。内蔵ポケッ
ト８３６は、面ファスナ又はその他の取り付け機構に付着して内部に電子装置８３８を固
定するフラップ８４０を上部に含むことができる。帽子８３４内には、開口部８４４及び
８４６を伴う格納式コードスプール８４２が組み込まれる。上部開口部８４４は、ケーブ
ル８４８を電子装置８３８に接続するために使用される。底部開口部８４６は、ヘッドホ
ン又はイヤホン８５０を接続するために使用される。
【００３１】
　本明細書において説明したように、本開示の様々な実施形態では、しばしばヘッドホン
が併用される。図１９は、ほぼ同じ長さの左側ワイヤ６６２及び右側ワイヤ６６４を有す
るヘッドホン６６０の正面斜視図である。ヘッドホン６６０の全長は、例示的な実施形態
では６０ｃｍ以下であり、別の好ましい例示的な実施形態では４０ｃｍ以下であり、さら
に別の最も好ましい例示的な実施形態では２０ｃｍ以下である。ヘッドホン６６０の好ま
しいワイヤ長は、２０ｃｍ～６０ｃｍである。ヘッドホン６６０の第１の端部には、リス
ニングのための左側イヤホン６６６及び右側イヤホン６６８が取り付けられる。ヘッドホ
ン６６０の反対側の第２の端部には、関連する電子装置の別のコネクタに嵌合するように
構成されたコネクタ６５８が取り付けられる。ヘッドホン６６０の長さは、ホルダに収容
された携帯電話機と共に使用するために余分な長さを排除するように設計され、長さが短
いと、ユーザの動作中にヘッドホン６６０が物体にひっかかる可能性が低下するので、ユ
ーザにとってヘッドホンが邪魔にならず便利で安全なものになる。ヘッドホン６６０は、
関連する電子装置が、図１０に示す構成のようにユーザの両耳から等距離又はほぼ等距離
に位置する構成に合わせて特別に設計されたものである。図７、図１０及び図１３に示す
ように、ヘッドホン６６０の構成は、ユーザに絡み付かないことを可能にするとともに、
携帯電話機などの電子装置が、脳への開口部であって脳への放射及びガン発症のリスクが
最も高い領域である外耳道から離れて位置付けられることにより、関連する電子装置から
の放射線への暴露を低減する役に立つ。
【００３２】
　図２０は、ホルダと共に使用する専用ヘッドホン８５２の斜視図である。これらのヘッ
ドホン８５０では、片側（ワイヤ）８５４の方が逆側（ワイヤ）８５６よりも長い。例示
的な実施形態では、短い側（短いワイヤ）８５６の長さが４５ｃｍ未満であり、この長さ
は３０ｃｍ未満であることが好ましく、２０ｃｍ未満であることが最も好ましい。例示的
な実施形態では、長い側（長いワイヤ）８５４の長さが、短い側（短いワイヤ）８５６よ
りも１５ｃｍ～３０ｃｍ長い。ヘッドホン８５２の各側における長さが異なるのは、図１
３、図１７、図２１及び図２２に示すように、通常はユーザがホルダ８５８を体のいずれ
かの側に着用して中心には着用しないからである。たとえ図１０に示すようにユーザが心
臓領域及び胸骨の端部を覆って体の中心にホルダを着用した時であっても、片側の短い方
のワイヤを片方の耳に配置し、第２のワイヤ（長い方のワイヤ）を首の後ろに配置して逆
側の耳に到達させるようにして異なる長さのワイヤを使用することができると理解される
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。
【００３３】
　長い側８５４と短い側８５６の長さは、特定の長さ範囲の長さ比率で最適化される。例
示的な実施形態では、長い側８５４の長さが約５０ｃｍ、短い側の長さが約２０ｃｍの場
合、長い方と短い方の長さ比率は５：２である。しかしながら、この比率は、両側の長さ
に応じて約１．２５：１～約３：１まで様々とすることができる。なお、ワイヤの長さが
増加すると、この比率は減少する。イヤホンの長さは、イヤホン付きの携帯電話機を収容
した本発明のホルダと共に使用する際には余分な長さを排除するように設計され、これに
よりユーザにとってイヤホンが邪魔にならず便利で安全なものになる。また、ヘッドホン
８５２は、ユーザが動いた時にもつれる可能性を低減するとともに、ホルダ８５８などの
関連する電子装置からの放射線を避ける役に立つ。
【００３４】
　図２０は、ホルダと共に使用する専用ヘッドホン８５２の斜視図である。図１３、図１
７、図２１及び図２２に示すように、通常、ユーザは、ホルダ８５８を体のいずれかの側
に着用して中心には着用しないので、ヘッドホン８５２は、その長さが各側において異な
る。イヤホンの長さは、携帯電話機と共に使用する際に余分な長さを排除するように設計
され、これによりユーザにとってイヤホンが邪魔にならず便利で安全なものになる。また
、ヘッッドフォン８５２は、ユーザが動いた時にもつれる可能性を低減するとともに、ホ
ルダ８５８などの関連する電子装置からの放射線を避ける役に立つ。
【００３５】
　図１０に示すように、ホルダを体の中心の心臓及び胸骨下部の高さにおいて使用し、本
明細書の他の箇所で説明したように一方のワイヤを首の後に配置する場合には、特定の異
なる長さのワイヤが使用される。この実施形態における例示的な好ましい寸法は、短い方
のワイヤが３３ｃｍ、長い方のワイヤが６５ｃｍであり、両ワイヤ共にプラス又はマイナ
ス１５ｃｍの範囲を伴う。
【００３６】
　図２３～図２５には、本開示の例示的な実施形態によるホルダを大まかに９００で示す
。ホルダ９００は、背面９０４及び正面９０６に、外向きに延びてホルダ９００を垂直又
は立位配向に位置付けることができる複数のアーム９０２を含み、すなわち図２４に示す
ようにアーム９０２を開くと、ホルダ９００は、水平軸に対して垂直に延び、背面９０４
及び正面９０６が、図２６に示すように水平面９０８に対してほぼ平行な方向を向くよう
になる。図２６に示すように、ユーザ９１０は、アーム９０２によってホルダ９００をハ
ンズフリーで見ることができる。また、アーム９０２は、ホルダ９００が携帯電話機を収
容している時にユーザ９１０がホルダ９００で話をしている場合、放射線に対するユーザ
９１０の暴露を大幅に減少させるのに十分な距離を与えるようなサイズ及び寸法にされる
。携帯電話機は、一般にその内部に存在するアンテナを介してＲＦエネルギーを生成し、
ほとんどのこのような電話機は、使用時にユーザの側頭部近くに保持される。ホルダ９０
０及び携帯電話機のアンテナがユーザ９１０の頭部に近ければ近いほど、ＲＦエネルギー
に対するユーザ９１０の暴露も大きくなる。ユーザ９１０によって吸収されるＲＦエネル
ギーの量は、ホルダ９００とユーザ９１０との間の距離が増すにつれて大きく減少する。
例示的な実施形態では、アーム９０２の長さが３０ｍｍ～３５ｍｍである。別の例示的な
実施形態では、アーム９０２の長さが２５ｍｍ～３５ｍｍである。さらに別の例示的な実
施形態では、アーム９０２の長さが１０ｍｍ～２５ｍｍである。これらの長さの各々は、
潜在的に有害なＲＦ放射線に対するユーザの暴露を低下させるように構成される。
【００３７】
　図２３及び図２４の例示的な実施形態では、各アーム９０２が、ホルダ９００内に存在
する見えないヒンジを中心に枢動する。各アーム９０２は、２つのロック位置を有する。
図２３に示す第１のロック位置では、各アーム９０２が、ホルダ９００のハウジング９１
２からアーム９０２が突出するのを避けるように格納され収容される。図２４に示す第２
のロック位置では、各アーム９０２を図２４に示す開放位置にロックすることができる。
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アーム９０２は、図２４に示す位置にロックされることにより、図２４及び図２６に示す
直立姿勢、垂直姿勢又は立位にある時のホルダ９００の安定性を高める。ロック位置は、
各アーム９０２と、図２４及び図２６に示すような各アームの位置を保持するオーバーセ
ンタ機構、解除可能ロック又はその他の特徴などのホルダ９００の特徴との摩擦係合によ
って定めることができる。
【００３８】
　図２７は、本開示の例示的な実施形態による、大まかに９２０で示すホルダの背面図で
ある。ホルダ９２０は、複数の固定機構９２２を含み、図２７の例示的な実施形態では、
ホルダ９２０のコーナー毎に１つの固定機構９２２が配置される。固定機構９２２は、図
２８に示す１又は２以上の可撓性アーム９２４などの別の機器、機構又は装置に取り付け
ることができる。可撓性アーム９２４は、ユーザによってアーム９２４が位置付けられる
と、その位置を保持するように構成される。このような位置付けは、ある形を成すことが
できる。各可撓性アーム９２４のアーム端部９２６は、フック９２８などの取り付け可能
な特徴部を含むように構成することができる。ホルダ９２０の４つのコーナーの各々に固
定機構９２２を設けることにより、ユーザは、可撓性アーム９２４などの機器、機構又は
装置を、図２９～図３２に示すような複数の配向で取り付けることができる。
【００３９】
　図２９には、ヘッドレスト９３２の側部を把持するように位置付けられた細長い可撓性
アーム９２４を用いてホルダ９２０を椅子のヘッドレスト９３２の後部に固定したユーザ
９３０を示す。細長い可撓性アーム９２４は、所望の形状及び位置を保持できるので、ヘ
ッドレスト９３２の側部を挟み付けることができる。或いは、細長い可撓性アーム９０２
をヘッドレストの周囲に巻き付け、又は図３２に示すようにヘッドレスト９３２の上部に
引っ掛けることもできる。この実施形態では、ユーザが、携帯電話機を手に持ったまま下
を向いて首を痛めてしまう代わりに、ホルダ内の携帯電話機のディスプレイをユーザの目
の位置に合わせて快適に座席に座ることができる。図３３には、ホルダ９４０に接続され
て椅子のヘッドレスト９３２に固定されたＣ字型クランプ９３４で構成された例示的な固
定システムを示しており、このＣ字型クランプは、圧力を加えてＣ字型クランプを適所に
位置付けるための左右のパッド９３６、９３８を有する。
【００４０】
　ヘッドレスト９３２は、例示として選択したものであり、本開示の範囲を限定するもの
ではない。細長い可撓性アーム９２４は、その柔軟性、並びに所望の形状及び位置を保持
する能力により、多くの構造物を把持し、又はこれらの構造物から垂下することができる
。細長いアームは、一例として、伸縮アーム、グースネックアーム及びＣ字型クランプア
ームなどの一連の構成及び材料を含むことができるとともに、椅子のヘッドレストなどの
製造の物品にホルダを固定するための様々な圧力機構及びばねを含むこともできる。
【００４１】
　本開示の様々な実施形態を図示し説明したが、これらの実施形態は、このように限定さ
れるものではないと理解されたい。当業者であれば、これらの実施形態を変更し、修正し
、さらに応用することができる。従って、これらの実施形態は、図示し説明した詳細に限
定されず、全てのこのような変更及び修正も含む。
【符号の説明】
【００４２】
１０　ホルダ
１１　ハウジング
１２　ヘッドホンレシーバ
１４　スタビライザ
１５　正面部分
１６　縁部
１８　リップ部
２０　凹み部
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