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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ(Ｌ)(Ｌ)が左右対称に並立して装着される左右リム(11)(11)、これら左右リム(1
1)(11)を繋ぐブリッジ(12)、これら左右リム(11)(11)の左右両端に形成された曲げ智(13)
(13)、及び前記左右リム(11)(11)のブリッジ12寄りの接眼側に対称に形成された隆起サド
ル型の鼻当部(14)(14)を備えたフロント枠(１)と；このフロント枠(１)の形状に対応した
左右リム(21)(21)及びブリッジ(22)を備え、かつ、少なくとも上縁部および両サイドにフ
ード部(23)が形成されたエラストマー製のインナーフレーム(２)とを含んで成り、
更に前記フロント枠(１)のブリッジ(12)の後面と、これに対向するインナーフレーム(２)
のブリッジ(22)の前面に互いに嵌合可能な凹凸部が設けられると共に、前記インナーフレ
ーム(２)の両サイド位置に、フロント枠(１)のリム(11)(11)または曲げ智(13)(13)に着脱
可能な止着部(Ｆ)が設けられる一方、
前記フロント枠(１)の鼻当部(14)(14)において、基部の裏面或いは内側面に、前記インナ
ーフレーム(２)の左右リム(21)(21)本体に対応した形状の嵌装溝(14a)(14a)が上下にわた
って設けられ、当該嵌装溝(14a)(14a)にインナーフレーム(２)の左右リム(21)(21)本体が
挿入可能となっていることを特徴とするインナーフレーム付き眼鏡フロント枠。
【請求項２】
　インナーフレーム(２)の左右リム(21)(21)のブリッジ近傍に、局部的に幅が細くなった
細枠部(21a)(21a)が形成されて、この細枠部(21a)がフロント枠(１)の鼻当部(14)の嵌装
溝(14a)に挿入可能となっていることを特徴とする請求項１記載のインナーフレーム付き
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眼鏡フロント枠。
【請求項３】
　インナーフレーム(２)のフード部(23)の両サイド位置に、止着部(Ｆ)として係止突起(2
3a)(23a)が設けられると共に、フロント枠(１)の曲げ智(13)に貫通孔(13a)(13a)が配設さ
れて、当該貫通孔(13a)(13a)に前記係止突起(23a)(23a)を挿入することにより、インナー
フレーム(２)のフード部(23)がフロント枠(１)の曲げ智(13)(13)に固定可能となっている
ことを特徴とする請求項１または２に記載のインナーフレーム付き眼鏡フロント枠。
【請求項４】
　インナーフレーム(２)のフード部(23)の両サイド位置に、止着部(Ｆ)として上下のフッ
ク片から成る掴持部(23b)(23b)が設けられて、当該掴持部(23b)(23b)がフロント枠(１)の
曲げ智(13)(13)に装着されることによって、インナーフレーム(２)のフード部(23)がフロ
ント枠(１)の曲げ智(13)(13)に固定可能となっていることを特徴とする請求項１または２
に記載のことを特徴とするインナーフレーム付き眼鏡フロント枠。
【請求項５】
　レンズ(Ｌ)(Ｌ)が左右対称に並立して装着される左右リム(11)(11)、これら左右リム(1
1)(11)を繋ぐブリッジ(12)、これら左右リム(11)(11)の左右両端に形成された曲げ智(13)
(13)、及び前記左右リム(11)(11)またはブリッジ(12)の接眼側に設けられたパッド足(14b
)(14b)を有する鼻当部(14)(14)を備えたフロント枠(１)と；このフロント枠(１)の形状に
対応した左右リム(21)(21)及びブリッジ(22)を備え、かつ、少なくとも上縁部および両サ
イドにフード部(23)が形成されたエラストマー製のインナーフレーム(２)とを含んで成り
、
更にインナーフレーム(２)の両サイド位置にフロント枠(１)のリム(11)(11)または曲げ智
(13)(13)に着脱可能な止着部(Ｆ)が設けられる一方、
前記フロント枠(１)の鼻当部(14)のパッド足(14b)に、フロント枠(１)の後面から真後方
向に延び、更に端部が左右斜め下方に屈曲した持出し部(Ｂ)が設けられると共に、インナ
ーフレーム(２)のブリッジ(22)下面に一対の圧入溝(22b)(22b)が設けられ、当該インナー
フレーム(２)の圧入溝(22b)(22b)に、前記持出し部(Ｂ)(Ｂ)の真後方向に延びた部位が差
し込み可能となっていることを特徴とするインナーフレーム付き眼鏡フロント枠。
【請求項６】
　インナーフレーム(２)の両サイド位置にあたるリム(21)(21)に、止着部(Ｆ)として嵌挿
穴(21b)(21b)が設けられると共に、フロント枠(１)の左右リム(11)(11)の後面に突起部(1
1a)(11a)が配設されて、当該突起部(11a)(11a)を前記嵌挿穴(21b)(21b)に挿入することに
よって、インナーフレーム(２)がフロント枠(１)に固定可能となっていることを特徴とす
る請求項５記載のインナーフレーム付き眼鏡フロント枠。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インナーフレームを備えた眼鏡フロント枠の改良、詳しくは、レンズと目の
隙間に花粉や埃等が侵入し難いだけでなく、眼鏡を装着した状態で物が顔面にぶつかって
も装着者が怪我をする心配もなく、またインナーフレームを外した状態でも問題なく使用
することができ、しかも、衝撃等によるインナーフレームの外れも生じ難いインナーフレ
ーム付き眼鏡フロント枠に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のとおり、通常の眼鏡は、装着した状態でフロント枠と顔面の間に大きな隙間が生
じるため、この隙間から花粉や埃等が侵入して目の粘膜に付着し、目が開け難くなる。ま
た、装着者が花粉や埃等のアレルギーを持っていると、目の粘膜に付着した花粉や埃等に
よって目のかゆみや充血が引き起こされて非常に不快な状態となる。
【０００３】
　そこで、従来、フロント枠と顔面の隙間を塞ぐフード付きの保護眼鏡も開発されたが、
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フロント枠とフードが一体に成形された従来の保護眼鏡は、花粉や埃等から目を保護する
機能には問題がないものの、フレームデザインが通常の眼鏡よりも野暮ったくなりがちで
あったため、花粉や埃等が少ない季節や場所であまり使用されなかった。
【０００４】
　また、上記従来の保護眼鏡は、フード部がフロント枠と同じ硬質のプラスチック材料で
形成されていたため、眼鏡を装着した状態で顔面に物がぶつかると、フード部が上まぶた
や眉、額等に食い込んで怪我をすることもあった。そのため、従来の保護眼鏡は、外観面
および安全面において改良の余地があった。
【０００５】
　そこで、従来においては、フロント枠とフード部を脱着自在の構造とした保護眼鏡も公
知となっている(特許文献１～４参照)。しかし、文献１及び２に係る技術では、フード部
を備えたインナーフレーム側に鼻当部を設けていたため、インナーフレームをフロント枠
から外した際に、わざわざサドルパッドをフロント枠に取り付ける必要があった。
【０００６】
　一方、上記文献３及び４に係る技術では、フロント枠側に鼻当部を設けているものの、
これらの技術は、フロント枠とインナーフレームの固定手段が、各々の前後面に設けた凹
凸部や磁着手段しかなかったため、衝撃等によりインナーフレームを後方に引っ張る負荷
が生じた際に、インナーフレームが簡単にフロント枠から外れてしまう欠点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実用新案登録第３１５２４１２号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１７９０３１号公報
【特許文献３】特開２００５－２９２７５０号公報
【特許文献４】特開２００７－１６３６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで本発明は、上記の如き問題に鑑みて為されたものであり、その目的とするところ
は、花粉や埃等の侵入を防いで目を保護することができるだけでなく、眼鏡を装着した状
態で物が顔面にぶつかっても装着者が怪我をする心配もなく、また花粉や埃等が少ない季
節や場所でも外観的な違和感なく使用することができ、しかも、衝撃等によるインナーフ
レームの外れも生じ難いインナーフレーム付き眼鏡フロント枠を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者が上記課題を解決するために採用した手段は次のとおりである。
【００１０】
　即ち、本発明は、レンズＬ・Ｌが左右対称に並立して装着される左右リム11・11、これ
ら左右リム11・11を繋ぐブリッジ12、これら左右リム11・11の左右両端に形成された曲げ
智13・13、及び前記左右リム11・11のブリッジ12寄りの接眼側に対称に形成された隆起サ
ドル型の鼻当部14・14を備えたフロント枠１と；このフロント枠１の形状に対応した左右
リム21・21及びブリッジ22を備え、かつ、少なくとも上縁部および両サイドにフード部23
が形成されたエラストマー製のインナーフレーム２とを含んでインナーフレーム付きの眼
鏡フロント枠を構成すると共に、
前記フロント枠１のブリッジ12の後面と、これに対向するインナーフレーム２のブリッジ
22の前面に互いに嵌合可能な凹凸部を設け、更に前記インナーフレーム２の両サイド位置
に、フロント枠１のリム11・11または曲げ智13・13に着脱可能な止着部Ｆを設ける一方、
前記フロント枠１の鼻当部14・14の基部に、前記インナーフレーム２の左右リム21・21に
対応した形状の嵌装溝14a・14aがそれぞれ設けて、当該嵌装溝14a・14aにインナーフレー
ム２の左右リム21・21を挿入可能とした点に特徴がある。
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【００１１】
　また、上記インナーフレーム２については、左右リム21・21のブリッジ近傍に、局部的
に幅が細くなった細枠部21a・21aを形成して、この細枠部21aをフロント枠１の鼻当部14
の嵌装溝14aに挿入可能とすることにより、フロント枠１の鼻当部14に設ける嵌挿溝14aの
深さを小さく抑えることができる。
【００１２】
　また更に、上記インナーフレーム２とフロント枠１の固定手段に関しては、インナーフ
レーム２のフード部23の両サイド位置に、止着部Ｆとして係止突起23a・23aを設けると共
に、フロント枠１の曲げ智13に貫通孔13a・13aを配設して、当該貫通孔13a・13aに前記係
止突起23a・23aを挿入することにより、インナーフレーム２のフード部23をフロント枠１
の曲げ智13・13に容易に固定することができる。
【００１３】
　一方、上記インナーフレーム２とフロント枠１の固定手段については、インナーフレー
ム２のフード部23の両サイド位置に、止着部Ｆとして上下のフック片から成る掴持部23b
・23bを設けて、当該掴持部23b・23bをフロント枠１の曲げ智13・13に装着することによ
って、インナーフレーム２のフード部23をフロント枠１の曲げ智13・13に容易に固定でき
るようにしてもよい。
【００１４】
　また、本発明のインナーフレーム付き眼鏡フロント枠の構成としては、上記構成だけで
なく、レンズＬ・Ｌが左右対称に並立して装着される左右リム11・11、これら左右リム11
・11を繋ぐブリッジ12、これら左右リム11・11の左右両端に形成された曲げ智13・13、及
び前記左右リム11・11またはブリッジ12の接眼側に設けられたパッド足14b・14bを有する
鼻当部14・14を備えたフロント枠１と；このフロント枠１の形状に対応した左右リム21・
21及びブリッジ22を備え、かつ、少なくとも上縁部および両サイドにフード部23が形成さ
れたエラストマー製のインナーフレーム２とを含む構成を採用し、
更にインナーフレーム２の両サイド位置にフロント枠１のリム11・11または曲げ智13・13
に着脱可能な止着部Ｆを設ける一方、
前記フロント枠１の鼻当部14のパッド足14bに、フロント枠１の後面から真後方向に延び
、更に端部が斜め下方に屈曲した持出し部Ｂを設けると共に、インナーフレーム２のブリ
ッジ22下面に一対の圧入溝22b・22bを設けて、当該インナーフレーム２の圧入溝22b・22b
に、前記フロント枠１の鼻当部14・14の持出し部Ｂ・Ｂを差し込みできるように構成する
こともできる。
【００１５】
　また、上記インナーフレーム２とフロント枠１の固定手段に関しては、インナーフレー
ム２の両サイド位置にあたるリム21・21に、止着部Ｆとして嵌挿穴21b・21bを設けると共
に、フロント枠１の左右リム11・11の後面に突起部11a・11aを配設して、当該突起部11a
・11aを前記嵌挿穴21b・21bに挿入することによって、インナーフレーム２をフロント枠
１に容易に固定することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、眼鏡のフロント枠にフード部を備えたインナーフレームを取り付けて構成
したことによって、インナーフレームが取り付けた状態で眼鏡を装着すれば、空気中を漂
う花粉や埃等をフード部で遮蔽して、フロント枠と顔面の隙間に花粉等が入り込む現象を
防止することができるため、眼鏡装着者(特に花粉等にアレルギーを持つ使用者)の目を花
粉等から保護することが可能となる。
【００１７】
　また、本発明では、上記インナーフレームを脱着自在に構成しているため、インナーフ
レームをフロント枠から取り外せば、通常の眼鏡と同様の形態に変更でき、これによって
花粉や埃等が少ない季節や場所でも、外観的な違和感なく眼鏡を装着できる。また、本発
明では、フロント枠側に鼻当部を設けているため、インナーフレームを取り外した際、フ
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ロント枠にサドルパッド等を装着する必要もない
【００１８】
　そしてまた、本発明では、上記インナーフレームを柔軟なエラストマー材料から作製し
ているため、眼鏡を装着した状態で顔面に物がぶつかって、インナーフレームが装着者の
上まぶたや眉、額等に強く押し付けられた場合でも装着者が怪我をする心配はない。また
、インナーフレームがフロント枠の内側で緩衝材の役割を果たすため、フロント枠によっ
て装着者が怪我をする心配も少ない。
【００１９】
　また更に、本発明では、上記インナーフレームとフロント枠の固定手段として、フロン
ト枠の鼻当部に設けた嵌挿溝にインナーフレームのリムを挿入する構造や、フロント枠の
鼻当部のパッド足を、インナーフレームのブリッジ下面に設けた圧入溝に挿入する構造を
採用しているため、インナーフレームを後方に引っ張る負荷がかかった場合でも、インナ
ーフレームがフロント枠から簡単に外れることもない。
【００２０】
　したがって、本発明により、従来の保護眼鏡の機能を損なうことなく、安全面や外観面
の問題を解消することができ、しかも、衝撃や振動等によるインナーフレームの外れの問
題も防止できる機能性に優れたインナーフレーム付き眼鏡フロント枠を提供できることか
ら、本発明の実用的利用価値は頗る高い。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施例１におけるインナーフレーム付き眼鏡フロント枠を表わす全体上
面図および全体正面図である。
【図２】本発明の実施例１におけるインナーフレーム付き眼鏡フロント枠を表わす全体側
面図およびフロント枠のみの拡大側面図である。
【図３】本発明の実施例１におけるインナーフレームを表わす全体正面図である。
【図４】本発明の実施例１におけるインナーフレームとフロント枠の固定手段を表わす分
解斜視図である。
【図５】本発明の実施例２におけるインナーフレーム付き眼鏡フロント枠を表わす全体上
面図および全体正面図である。
【図６】本発明の実施例２におけるインナーフレーム付き眼鏡フロント枠を表わす全体側
面図およびフロント枠のみの拡大側面図である。
【図７】本発明の実施例２におけるインナーフレームを表わす全体正面図である。
【図８】本発明の実施例３におけるインナーフレーム付き眼鏡フロント枠を表わす全体上
面図および全体正面図である。
【図９】本発明の実施例３におけるインナーフレームを表わす全体正面図である。
【図１０】本発明の実施例３におけるインナーフレームとフロント枠の固定手段を表わす
分解斜視図および分解上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　『実施例１』
　本発明の実施例１について、図１～図４に基いて以下に説明する。なお同図において、
符号１で指示するものは、フロント枠であり、符号２で指示するものは、インナーフレー
ムである。また、符号Ｇで指示するものは、保護眼鏡であり、符号Ｌで指示するものは、
レンズである。また、符号Ｔで指示するものは、テンプルである。
【００２３】
　まず実施例１では、保護眼鏡Ｇのフロント枠１にプラスチックフレームを採用すると共
に、フロント枠１を、レンズＬ・Ｌを左右対称に並立して装着した左右リム11・11、これ
ら左右リム11・11を繋ぐブリッジ12、これら左右リム11・11の左右両端に形成されてテン
プルＴ・Ｔがヒンジ連結された曲げ智13・13、及び左右リム11・11のブリッジ12寄りの接
眼側に形成された隆起サドル型の鼻当部14・14を備えた形状で作製している(図１、図２
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参照)。
【００２４】
　また、上記フロント枠１に装着するインナーフレーム２は、図３に示すように、フロン
ト枠１の形状に対応した左右リム21・21及びブリッジ22を備えた形状で、かつ、上縁部お
よび両サイドに沿って内側に張り出したフード部23を備えた形状としている。また、上記
インナーフレーム２は、弾力性に優れたエラストマー材料から作製している。
【００２５】
　一方、上記フロント枠１のブリッジ12の後面と、これに対向するインナーフレーム２の
ブリッジ22前面には、図４に示すように、互いに嵌め合わせ可能な凹凸部を設けている。
ちなみに、本実施例では、フロント枠１のブリッジ12後面に凹部12aを形成し、インナー
フレーム２のブリッジ22の前面に凸部22aを形成しているが、凹凸形状を反対にすること
もできる。
【００２６】
　また、本実施例では、上記インナーフレーム２とフロント枠１の固定手段として、イン
ナーフレーム２のフード部23の両サイド位置に、止着部Ｆとして係止突起23a・23aを設け
ている。そして、この係止突起23a・23aを、フロント枠１の曲げ智13に配設した貫通孔13
a・13aに挿入することによって、インナーフレーム２のフード部23をフロント枠１の曲げ
智13・13に固定している。
【００２７】
　また更に、本実施例においては、上記フロント枠１の鼻当部14の基部に嵌装溝14aを形
成して、この嵌装溝14aに、インナーフレーム２のブリッジ22近傍のリム21を挿入できる
ようにしている。これにより、インナーフレーム２が後方に引っ張られたとしても、フロ
ント枠１の鼻当部14の嵌装溝14aに挿入されたインナーフレーム２のリム21がズレ止めの
役割を果たすため、インナーフレーム２の外れを防止できる。
【００２８】
　なお、本実施例では、上記フロント枠１の鼻当部14に設ける嵌挿溝14aの深さを小さく
抑えられるように、インナーフレーム２の左右リム21・21のブリッジ近傍に、局部的に幅
が細くなった細枠部21a・21aを形成して、この細枠部21aをフロント枠１の鼻当部14の嵌
装溝14aに挿入できるようにしている。
【００２９】
　また、本実施例では、上記フロント枠１の鼻当部14の嵌装溝14aを、鼻当部14の裏面(レ
ンズＬ側の面)に設けて、装着したインナーフレーム２のリム21・21が鼻当部14・14の外
側を通るように設計しているが、嵌装溝14aを鼻当部14の内側面(保護眼鏡Ｇを装着した際
に装着者の鼻が当接する面)に設けて、装着したインナーフレーム２のリム21・21が鼻当
部14・14の内側を通るように設計することもできる。
【００３０】
　『実施例２』
　次に、本発明の実施例２について、図５～図７に基いて以下に説明する。この実施例２
では、インナーフレーム２とフロント枠１の固定手段として、インナーフレーム２のフー
ド部23の両サイド位置に、止着部Ｆとして上下のフック片から成る掴持部23b・23bを形成
している。そして、このインナーフレーム２の掴持部23b・23bをフロント枠１の曲げ智13
・13に装着して、インナーフレーム２をフロント枠１に固定している。
【００３１】
　また更に、本実施例では、上記フロント枠１の曲げ智13・13の外側面に掛止凹部13b・1
3bを形成して、この掛止凹部13b・13bにフック片を嵌め込んだ状態でインナーフレーム２
の掴持部23b・23bを装着している。これにより、保護眼鏡Ｇの外観が向上するだけでなく
、インナーフレーム２の前後方向のズレ止め効果も得られる。また、その他の構成に関し
ては、実施例１と同様である。
【００３２】
　『実施例３』
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　次に、本発明の実施例３について、図８～図１０に基いて以下に説明する。この実施例
３では、フロント枠１のブリッジ12に、パッド足14a・14aを有する鼻当部14・14を設ける
と共に、この鼻当部14のパッド足14aに、フロント枠１の後面から真後方向に延び、更に
端部が斜め下方に屈曲した持出し部Ｂを設けている(図８参照)。
【００３３】
　一方、インナーフレーム２のブリッジ22下面の左右両側には、図９に示すように一対の
圧入溝22b・22bを設けている。そして、図１０(a)に示すように、このインナーフレーム
２の圧入溝22b・22bに、フロント枠１の鼻当部14・14の持出し部Ｂ・Ｂを差し込んでイン
ナーフレーム２とフロント枠１を脱着自在に固定している。
【００３４】
　これにより、インナーフレーム２が後方に引っ張られた場合でも、フロント枠１の鼻当
部14のパッド足14aが、インナーフレーム２に引っ掛かって抜止めの役割を果たすため、
インナーフレーム２の外れを防止することができる。なお本実施例では、鼻当部14のパッ
ド足14aの端部をブリッジ12に固定しているが、リム11・11に固定することもできる。
【００３５】
　また、本実施例では、上記インナーフレーム２とフロント枠１の固定手段として、図１
０(b)に示すように、フロント枠１の左右リム11・11の後面に突起部11a・11aを配設する
と共に、インナーフレーム２の両サイド位置にあたるリム21・21に、止着部Ｆとして嵌挿
穴21b・21bを設けている。これにより、フロント枠１の突起部11a・11aをインナーフレー
ム２の嵌挿穴21b・21bに挿入して、インナーフレーム２をフロント枠１に固定できる。
【００３６】
　なお、本実施例では、インナーフレーム２のフード部23・23の両端外側に、所定大きさ
のガイド溝23c・23cを前後方向に設けて、このガイド溝23c・23c内にテンプルＴ・Ｔまた
はフロント枠１の曲げ智13・13がほゞピッタリと収まるようにしている。
【００３７】
　これにより、上記ガイド溝23c・23c内にテンプルＴ・Ｔや曲げ智13・13を嵌め込んだ状
態で、インナーフレーム２を前後にスライドさせることができるため、突起部11a・11aと
嵌挿穴21b・21bの装着作業を、穴の位置調節を行わずに簡単に行うことができる。また、
このインナーフレーム２のフード部23に設けたガイド溝23c・23cによって、眼鏡装着後に
おけるインナーフレーム２の上下の位置ズレも防止できる。
【００３８】
　本発明は、概ね上記のように構成されるが、記載した実施例にのみ限定されるものでは
なく、「特許請求の範囲」の記載内において種々の変更が可能であって、例えば、フロン
ト枠１には、アセテート樹脂やポリアミド樹脂等を用いた樹脂フレームだけでなく、竹等
の木製フレームやチタン合金等の金属フレーム等を用いることもできる。
【００３９】
　また、インナーフレーム２の材質に関しても、エラストマー材料である熱可塑性エラス
トマーや天然ゴム、合成ゴム等から任意に選択して使用することができる。そしてまた、
インナーフレーム２のフード部23に関しても、左右リム21・21とブリッジ22の上縁部と両
サイドだけでなく下縁部にも設けることができる。
【００４０】
　また更に、フロント枠１とインナーフレーム２の両サイドの固定手段に関しても、凹凸
による嵌合構造や係止突起と貫通孔による係止構造、インナーフレーム２の握持部による
グリップ構造だけでなく、磁着構造等の他の止着構造を採用することもでき、上記何れの
ものも本発明の技術的範囲に属する。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　近年、花粉や埃に加え大陸から飛来する粒子状物質(PM2.5)から目を守るための手段と
して保護眼鏡の需要が高まっている。そのような中で、本発明のインナーフレーム付き眼
鏡フロント枠は、必要に応じてフード部の着脱を行えるようにすることで使い勝手に優れ
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であるため、その産業上の利用価値は非常に高い。
【符号の説明】
【００４２】
　１　フロント枠
　　11　リム
　　　11a　突起部
　　12　ブリッジ
　　　12a　凹部
　　13　曲げ智
　　　13a　貫通孔
　　　13b　掛止凹部
　　14　鼻当部
　　　14a　嵌装溝
　２　インナーフレーム
　　21　リム
　　　21a　細枠部
　　　21b　嵌挿穴
　　22　ブリッジ
　　　22a　凸部
　　　22b　圧入溝
　　23　フード部
　　　23a　係止突起
　　　23b　掴持部
　　　23c　ガイド溝
　Ｌ　レンズ
　Ｔ　テンプル
　Ｇ　保護眼鏡
　Ｆ　止着部
　Ｂ　持出部
【要約】　　　（修正有）
【課題】花粉や埃等の侵入を防いで目を保護することができるだけでなく、花粉や埃が少
ない季節や場所でも外観的な違和感なく使用することができ、しかも、衝撃等によるイン
ナーフレームの外れも生じ難いインナーフレーム付き眼鏡フロント枠を提供する。
【解決手段】隆起サドル型の鼻当部14を備えたフロント枠１と；フード部23が形成された
エラストマー製のインナーフレーム２とを含んで構成すると共に、フロント枠１のブリッ
ジ12の後面と、これに対向するインナーフレーム２のブリッジの前面に互いに嵌合可能な
凹凸部を設け、更にインナーフレーム２の両サイド位置に、フロント枠１のリム11または
曲げ智13に着脱可能な止着部Ｆを設ける一方、フロント枠１の鼻当部14の基部に嵌装溝を
設けて、嵌装溝にインナーフレーム２の左右リムを挿入可能とした。
【選択図】図１
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