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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に第１係合部を有し、他端に取付部を有するレンズと、
　一端に前記第１係合部に対応する第２係合部を有し、他端に軸部を介して回動自在に設
置される基部を有するフレームと、
　前記取付部を介して前記基部の支持片を押圧して前記基部を後方側へ回動させ、前記基
部に摺動可能に設置される操作部を前記フレームの当接壁部に形成されるロック解除領域
からロック領域へと移動させることで、前記基部の前方側への回動を規制しロック状態と
するロック機構とを備え、
　前記当接壁部と前記基部の側壁部とを離間するよう付勢する付勢手段が設けられ、前記
取付部による前記基部の回動は付勢力に抗して後方側へなされることを特徴とする眼用保
護具。
【請求項２】
　前記ロック状態において、前記当接壁部に形成される第１当接壁面と前記基部の側壁部
とが当接し、前記基部の後方側への回動を規制する請求項１に記載の眼用保護具。
【請求項３】
　前記ロック状態において、前記ロック領域内の前記当接壁部に形成される第２当接壁面
と、前記操作部に設けられるロック時当接面とが当接して前方側への回動を規制する請求
項１又は請求項２に記載の眼用保護具。
【請求項４】
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　前記ロック解除状態において、前記ロック解除領域内の前記当接壁部に形成される切欠
部は、所定範囲内における前記基部の回動を許容するとともに、前記切欠部内に形成され
る第３当接壁面と、前記操作部に設けられるロック解除時当接面とが当接して前方側への
回動を規制する請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の眼用保護具。
【請求項５】
　前記側壁部は、前記取付部に設けられる膨出部を移動させることで、前記取付部を前記
基部側へと誘導する移動領域を有してなる請求項２から請求項４のいずれか１項に記載の
眼用保護具。
【請求項６】
　前記支持片は、前記レンズの端部から外側方向に突出するとともに前方側に張り出した
状態で形成される突出部にて押圧され、前記ロック状態において、前記レンズと前記突出
部との間に形成される収容部に嵌まり込む請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の
眼用保護具。
【請求項７】
　前記取付部を介して前記基部の支持片を押圧する状態において、前記基部の後方側への
回動に伴い、前記取付部の第１押圧部に面接触して合致するよう前記基部の第２押圧部が
後方側へ回動する請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の眼用保護具。
【請求項８】
　前記第２当接壁面は、前記操作部が前記ロック領域内を移動するにつれて、さらに前記
基部を後方側へ回動させる傾斜面を有してなる請求項３から請求項７のいずれか１項に記
載の眼用保護具。
【請求項９】
　前記ロック解除状態において、前記膨出部の入り口となる前記移動領域の開口部が前記
フレームの前方側端面より前方側に位置するよう構成される請求項５から請求項８のいず
れか１項に記載の眼用保護具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スキー、スノーボード、雪掻き作業等を行う場合、バイクやバギー等のモー
タースポーツを行う場合、カヌー、ヨット、サーフィン等のウォータースポーツを行う場
合、工場、現場等で作業を行う場合等に適した眼用保護具に係るものであって、特にレン
ズが交換可能な眼用保護具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、スキー競技その他ヘルメットを装着するスポーツ、作業等に使用される眼用
保護具であって、レンズ保持枠の上枠部前面及びレンズ保持枠の下枠部前面それぞれの左
右部分にある突出位置から、上枠部及び下枠部と一体成形で突出する軟質の弾性合成樹脂
からなるアームを設け、当該アームは突出位置から離れたベルト取り付け位置近傍に終端
を有し、当該終端近傍においてベルト取り付け部を介してベルトに接続し、かつ、アーム
が、前面視でレンズ保持枠の上枠部前面及びレンズ保持枠の下枠部前面に重なるようにさ
れている眼用保護具が公知である（特許文献１参照）。当該眼用保護具におけるレンズ保
持枠の内周面には、レンズを嵌合保持するための嵌合溝が形成されており、レンズが不用
意に抜け落ちない構成となっている。
【０００３】
　また、フレームの上側フレーム及び下側フレームにそれぞれ止孔を設け、止孔に対応す
る止孔をレンズ側に設け、左右一対のベルトアームの二股部の先端にロック機構を備えた
ものとし、これら止孔をベルトアームのロック機構によってロック状態にして、フレーム
とレンズと左右一対のベルトアームとを固定したり、ロック状態を解除して分離できるよ
うにした眼用保護具が公知である（特許文献２参照）。当該ロック機構は、ロックピン、
スリーブ、ノブ及び止体から構成され、ノブがベルトアームの二股部の先端に設けられた
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段差部に上から横方向又は横から上方向に回動自在として設けられており、上方向に回動
させた場合にはロック解除状態となり、横方向に回動させた場合にはロック状態となるよ
うに構成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３６４６２１２号
【特許文献２】特許第５４１８８１４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の構造では、フレーム全体がフレキシブルに構成されている
ものであるが、レンズ交換の際には、ユーザの指先がレンズに触れてしまうことが多く、
レンズの表面及び裏面に指紋や汚れが付着してしまうものであった。
【０００６】
　また、特許文献２の構造では、レンズ交換の際に、フレーム及びレンズの止孔に設けら
れるそれぞれのロック機構のノブを回動させることでロック機構を解除するものであるた
め、ロック機構を構成する部品点数が多くなってしまい、コストが増大してしまうもので
あった。
【０００７】
　そこで、本発明はこのような問題点を解決するものであって、ユーザの指先がレンズの
表面及び裏面に触れることなく交換可能とし、これに関するロック機構の部品点数を削減
した眼用保護具を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記問題点を解決するために、本発明の請求項１に記載の眼用保護具は、一端に第１係
合部を有し、他端に取付部を有するレンズと、一端に前記第１係合部に対応する第２係合
部を有し、他端に軸部を介して回動自在に設置される基部を有するフレームと、前記取付
部を介して前記基部の支持片を押圧して前記基部を後方側へ回動させ、前記基部に摺動可
能に設置される操作部を前記フレームの当接壁部に形成されるロック解除領域からロック
領域へと移動させることで、前記基部の前方側への回動を規制しロック状態とするロック
機構とを備え、前記当接壁部と前記基部の側壁部とを離間するよう付勢する付勢手段が設
けられ、前記取付部による前記基部の回動は付勢力に抗して後方側へなされることを特徴
とするものである。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に記載の眼用保護具は、請求項１に記載の眼用保護具において
、前記ロック状態において、前記当接壁部に形成される第１当接壁面と前記基部の側壁部
とが当接し、前記基部の後方側への回動を規制するものである。
【００１１】
　また、本発明の請求項３に記載の眼用保護具は、請求項１又は請求項２に記載の眼用保
護具において、前記ロック状態において、前記ロック領域内の前記当接壁部に形成される
第２当接壁面と、前記操作部に設けられるロック時当接面とが当接して前方側への回動を
規制するものである。
【００１２】
　また、本発明の請求項４に記載の眼用保護具は、請求項１から請求項３のいずれか１項
に記載の眼用保護具において、前記ロック解除状態において、前記ロック解除領域内の前
記当接壁部に形成される切欠部は、所定範囲内における前記基部の回動を許容するととも
に、前記切欠部内に形成される第３当接壁面と、前記操作部に設けられるロック解除時当
接面とが当接して前方側への回動を規制するものである。
【００１３】
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　また、本発明の請求項５に記載の眼用保護具は、請求項２から請求項４のいずれか１項
に記載の眼用保護具において、前記側壁部は、前記取付部に設けられる膨出部を移動させ
ることで、前記取付部を前記基部側へと誘導する移動領域を有してなるものである。
【００１４】
　また、本発明の請求項６に記載の眼用保護具は、請求項１から請求項５のいずれか１項
に記載の眼用保護具において、前記支持片は、前記レンズの端部から外側方向に突出する
とともに前方側に張り出した状態で形成される突出部にて押圧され、前記ロック状態にお
いて、前記レンズと前記突出部との間に形成される収容部に嵌まり込むものである。
【００１５】
　また、本発明の請求項７に記載の眼用保護具は、請求項１から請求項６のいずれか１項
に記載の眼用保護具において、前記取付部を介して前記基部の支持片を押圧する状態にお
いて、前記基部の後方側への回動に伴い、前記取付部の第１押圧部に面接触して合致する
よう前記基部の第２押圧部が後方側へ回動するものである。
【００１６】
　また、本発明の請求項８に記載の眼用保護具は、請求項３から請求項７のいずれか１項
に記載の眼用保護具において、前記第２当接壁面は、前記操作部が前記ロック領域内を移
動するにつれて、さらに前記基部を後方側へ回動させる傾斜面を有してなるものである。
【００１７】
　また、本発明の請求項９に記載の眼用保護具は、請求項５から請求項８のいずれか１項
に記載の眼用保護具において、前記ロック解除状態において、前記膨出部の入り口となる
前記移動領域の開口部が前記フレームの前方側端面より前方側に位置するよう構成される
ものである。
                                                                                
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の眼用保護具では、レンズの取り付けの際には、取付部を介して基部を回動させ
、操作部をロック領域へ移動させることでロック状態とすることができる。また、操作部
をロック解除領域へ移動させ、ロック解除状態とすることで、基部を付勢力によって回動
させて、取付部を介してレンズの取り外しを行うことができる。これにより、ユーザの指
先がレンズの表面及び裏面に触れることなく、レンズの交換作業を行うことができる。
【００１９】
　また、眼用保護具の一端に第１係合部及び第２係合部を設け、他端にロック機構を設け
ることで、従来品のように上下左右の各フレームにロック機構を設ける眼用保護具と比較
して、ロック機構の部品点数を削減することができ、コストの削減にもつながる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例における眼用保護具の斜視図である。
【図２】本発明の実施例における眼用保護具の分解斜視図である。
【図３】本発明の実施例における眼用保護具のレンズの（ａ）前方斜視図、（ｂ）後方斜
視図である。
【図４】本発明の実施例における眼用保護具のロック機構が設置される側のフレームの部
分拡大斜視図である。
【図５】本発明の実施例における眼用保護具の基部及び操作部の（ａ）前方斜視図、（ｂ
）後方斜視図である。
【図６】本発明の実施例における眼用保護具のロック状態での部分拡大図である。
【図７】本発明の実施例における眼用保護具のロック状態で操作部を移動させた状態の部
分拡大図である。
【図８】本発明の実施例における眼用保護具のロック解除状態での部分拡大斜視図である
。
【図９】本発明の実施例における眼用保護具のロック解除状態での部分拡大図である。
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【図１０】本発明の実施例における眼用保護具のレンズを取り付ける途中の斜視図である
。
【図１１】本発明の実施例における眼用保護具の図１の（ａ）Ｘ－Ｘ線拡大端面図、（ｂ
）Ｙ－Ｙ線拡大端面図、（ｃ）Ｚ－Ｚ線拡大端面図である。
【図１２】本発明の実施例における眼用保護具の取付部で基部を回動させる際の図１と同
様の各平面での拡大端面図である。
【図１３】本発明の実施例における眼用保護具の図８の（ａ）Ｘ－Ｘ線拡大端面図、（ｂ
）Ｙ－Ｙ線拡大端面図、（ｃ）Ｚ－Ｚ線拡大端面図である。
【図１４】本発明の実施例における眼用保護具のフレームの他の形態を示す斜視図である
。
【図１５】本発明の実施例における眼用保護具のレンズの他の形態を示す斜視図である。
【図１６】本発明の実施例における眼用保護具の装着ベルトの他の形態を示す斜視図であ
る。
【図１７】本発明の実施例における眼用保護具のフレームのさらに他の形態を示す斜視図
である。
【図１８】本発明の実施例における眼用保護具のレンズのさらに他の形態を示す斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態における眼用保護具を図面に基づいて説明する。当該眼用保
護具は、ロック機構の操作部を操作することで、レンズをフレームから浮き上がらせて取
り外すことができ、レンズの取付部を把持してロック機構の基部側へと移動させるととも
に、ロック機構の基部を回動させ、操作部を操作することでレンズをフレームに取り付け
ることができるものである。すなわち、レンズ交換時に、ユーザの指先がレンズの表面及
び裏面に触れることなく交換作業を行うことができるものである。
【００２２】
　以下の実施例では、眼用保護具は、図１に示すように、スキー、スノーボード、雪掻き
作業等を行う場合に使用されるゴーグルを例に説明するが、これに限られるものではない
のは勿論である。
【００２３】
　当該眼用保護具をユーザが装着した状態において、レンズ側を眼用保護具の前方とし、
装着ベルト側を後方とする。また、ユーザの頭部側を眼用保護具の上方とし、顎部側を眼
用保護具の下方とし、顔の幅方向を眼用保護具の左右方向とする。
【実施例】
【００２４】
　本発明の実施例に係る眼用保護具は、図１及び図２に示すように、主に、レンズ１０と
、レンズ交換が可能となるようロック機構にて着脱自在とするフレーム２０と、レンズ１
０が取り付けられたフレーム２０をユーザに装着するための装着ベルトＢとを備えて構成
される。
【００２５】
　レンズ１０は、フレーム２０に対して着脱自在に固定されるものである。当該レンズ１
０は、図１から図３及び図１０に示すように、左右方向の一端にフレーム２０に係合する
ための第１係合部１１が設けられるとともに、他端にフレーム２０に固定するための取付
部１２が設けられる。また、レンズ１０は、例えば、アクリル樹脂板等の耐傷性に優れ、
紫外線をカットできる一眼レンズから構成される。
【００２６】
　第１係合部１１は、後述するフレーム２０の第２係合部２６に係合して、レンズ１０の
一端をフレーム２０の一端に取付可能にするものである。第１係合部１１は、例えば、凹
部、貫通孔、凸部、突条部等から適宜選択することができるし、これらを適宜組み合わせ
ることもできる。
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【００２７】
　また、取付部１２は、フレーム２０に回動自在に設置される基部４０に対して取付可能
にするものである。当該取付部１２は、図２及び図３に示すように、レンズ１０の前方側
に設けられる突出部１３、第１押圧部１４と、後方側に設けられる膨出部１５とを有して
、レンズ１０の端部に取り付けられている。
【００２８】
　当該突出部１３は、レンズ交換時にユーザの指先がレンズ１０の表面及び裏面に触れる
ことなく交換作業を行うことができるように、レンズ１０の端部から外側方向に突出する
とともに前方側に張り出した状態で形成される。また、取付部１２には、レンズ１０と突
出部１３との間に基部４０の支持片４４を嵌入させるための収容部１６が形成される。
【００２９】
　また、収容部１６における上下方向の位置には、基部４０の第２押圧部４７と合致する
第１押圧部１４が設けられる。当該第１押圧部１４は、例えば図１１（ａ）に示すように
、突出部１３の後方側に連設され、レンズ１０の中心方向から外側方向に向け、レンズ１
０の端部近傍に至るまで段階的に屈曲しながら形成される。第１押圧部１４における前後
方向の厚み寸法は、レンズ１０と突出部１３との間に形成される間隙（収容部１６）の寸
法を少なくとも有してなる。当該第１押圧部１４は、例えば、断面略く字状に形成される
。
【００３０】
　また、膨出部１５は、第１押圧部１４からレンズ１０の後方側へと連設して設けられ、
基部４０における側壁部４８に設けられる移動領域４９を移動可能となるよう、当該領域
内に向けて突出した状態で１つ又は２つ以上に形成される。これにより、膨出部１５を移
動領域４９に沿って移動させることで、取付部１２を基部４０側へと誘導することができ
る。
【００３１】
　本実施例においては、図２及び図３に示すように、レンズ１０は、外レンズ１７と内レ
ンズ１８とを両面テープ等で貼りあわせた二重レンズから構成される。また、図１、図２
及び図１０に示すように、レンズ１０の左端には第１係合部１１が設けられ、レンズ１０
の右端には取付部１２が設けられる。当該第１係合部１１は、上下方向に並んで設けられ
る２つの貫通孔とされる。また、取付部１２には、図３、図１１から図１３に示すように
、上下方向の略中央部に断面略楔状の突出部１３が設けられる。当該突出部１３は、レン
ズ１０との間に収容部１６を形成した状態で、レンズ１０の前方側に突出して設けられる
とともに、突出部１３の後方側に連設した収容部１６の上下位置には第１押圧部１４が設
けられる。また、第１押圧部１４からレンズ１０の後方側へと連設して設けられ、第１押
圧部１４の後方側に２つの膨出部１５が突出して設けられる。
【００３２】
　フレーム２０は、図２に示すように、左右方向に延びる上側フレーム２１、下側フレー
ム２２と、これら上側フレーム２１、下側フレーム２２を連結する左側フレーム２３、右
側フレーム２４とから構成される。このようにして構成されるフレーム２０は、例えば、
全体がフレキシブルな軟質の合成樹脂等から構成されており、レンズ１０と接触する上側
フレーム２１及び下側フレーム２２の前面側には、密閉性を高めるために緩衝材（図示し
ない）を設けることが望ましい。
【００３３】
　また、下側フレーム２２には、中央部を内側方向に窪ませた鼻当て部２５が設けられる
。また、左側フレーム２３、右側フレーム２４のいずれか一方には、レンズ１０の第１係
合部１１に対応する第２係合部２６が設けられるとともに、他方にレンズ１０の取付部１
２を固定するための基部４０が回動自在に設けられる。更に、左側フレーム２３及び右側
フレーム２４における後方側の端部には、装着ベルトＢを取り付けるためのベルト取付部
２８が夫々設けられる。
【００３４】
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　また、第２係合部２６が設けられる左側フレーム２３又は右側フレーム２４における前
方側の端部２７は、上側フレーム２１及び下側フレーム２２の略中央部に向けて、両フレ
ームに沿うようにして円弧状に突出するようにして形成されることが望ましい。更に、当
該前方側の端部２７に第２係合部２６を設けることが望ましい。これにより、第２係合部
２６とレンズ１０の第１係合部１１との係合を容易に行うことができ、レンズ交換の作業
効率を向上させることができる。
【００３５】
　第２係合部２６は、レンズ１０の第１係合部１１に係合して、レンズ１０の一端をフレ
ーム２０の一端に取付可能にするものである。当該第２係合部２６は、第１係合部１１に
対応する形状であれば、特に制限されるものではなく、例えば、凹部、貫通孔、凸部、突
条部等から適宜選択することができるし、これらを適宜組み合わせることもできる。
【００３６】
　また、基部４０が設けられる左側フレーム２３又は右側フレーム２４は、図４に示すよ
うに、前方側において、基部４０を取り付けるために前方側を窪ませた当接壁部２９が設
けられ、後方側において、装着ベルトＢを取り付けるためのベルト取付部２８が設けられ
ており、夫々が上側フレーム２１と下側フレーム２２との間に上下方向に設けられる。
【００３７】
　当該当接壁部２９は、前方側にて上下方向に延びる第１当接壁面３０と、第１当接壁面
３０から後方側へ連設され、ロック領域及びロック解除領域とからなる操作部移動領域３
１とが形成される。当該操作部移動領域３１は、基部４０の操作部４１をロック領域とロ
ック解除領域のいずれかに移動させることで、ロック状態とロック解除状態とを切り替え
ることができるものである。
【００３８】
　操作部移動領域３１は、第１当接壁面３０の一端部から略中央部まで上下方向に延びる
第２当接壁面３２と、第２当接壁面３２の一端部から後方側に段差を介して窪んだ状態で
第１当接壁面３０の他端部に至るまで上下方向に形成される切欠部３３とから構成される
。
【００３９】
　第１当接壁面３０は、ロック機構のロック状態において、基部４０の側壁部４８が当接
することで、基部４０の後方側への回動を規制し、レンズ１０の取り付けを定設するもの
である。また、第１当接壁面３０には、付勢手段となる戻しバネ４２の一端を収容するた
めの第１受け部３４が形成される。当該第１受け部３４は、例えば、凹状に形成すること
で、戻しバネ４２の位置決めを行うことができる。
【００４０】
　第２当接壁面３２は、ロック機構の操作部４１が当接することでロック状態を維持でき
るよう設けられるものである。また、切欠部３３は、ロック機構の操作部４１が移動し、
第２当接壁面３２との当接を回避することで、所定範囲内における基部４０の回動を許容
し、ロック解除状態を維持できるよう設けられるものである。
【００４１】
　また、切欠部３３には、基部４０における前方側への回動に伴って、ロック解除状態の
操作部４１が当接する第３当接壁面３５が形成される。更に、当接壁部２９における前方
側に位置する上側フレーム２１及び下側フレーム２２には、軸部４３を設置するための軸
孔３６が夫々設けられる。
【００４２】
　本実施例においては、図１、図２及び図１０に示すように、左側フレーム２３には、レ
ンズ１０の第１係合部１１に対応する第２係合部２６が設けられ、右側フレーム２４には
、レンズ１０の取付部１２を固定するための基部４０が回動自在に設けられる。当該第２
係合部２６は、図２及び図１０に示すように、第１係合部１１の貫通孔に対応するよう、
上下方向に並んで設けられる２つの凸部とされる。また、第１当接壁面３０には、図４に
示すように、上下方向の略中央部に戻しバネ４２の一端を収容するための第１受け部３４
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が形成される。また、第２当接壁面３２は、第１当接壁面３０の下端部から略中央部まで
上下方向に延びるよう形成され、切欠部３３は、第２当接壁面３２の上端部から後方側に
段差を介して窪んだ状態で第１当接壁面３０の上端部に至るまで上下方向に形成される。
また、フレーム２０は、前方側のハードフレーム３７に対して後方側のソフトフレーム３
８が取り付けられることで構成される。
【００４３】
　ロック機構は、軸部４３を介して回動可能に設置される基部４０と、基部４０に対して
摺動可能に設置される操作部４１と、当接壁部２９の第１当接壁面３０と基部４０の側壁
部４８とを離間するよう付勢する付勢手段と、操作部４１をいずれかに当接させることで
ロック状態とロック解除状態とを切り替える第２当接壁面３２及び第３当接壁面３５とか
ら構成される。
【００４４】
　基部４０は、図５に示すように、当接壁部２９に沿うようにして上下方向に延びて形成
されており、軸線方向に軸孔（図示しない）が形成され、戻しバネ４２を備えた軸部４３
が挿通される。当該基部４０には、同図（ａ）に示すように、取付部１２の収容部１６に
嵌入される支持片４４が軸線方向に直交するように前方側に突出して設けられ、後方側に
操作部４１を摺動可能に設置するための案内レール４５が設けられる。
【００４５】
　当該支持片４４は、例えば図１１（ｂ）に示すように、断面略楔状に形成され、案内レ
ール４５は、基部４０の軸線方向に沿って連続的に形成される。また、案内レール４５の
一部には、図５（ｂ）に示すように、後方側において、案内レール４５上を摺動する操作
部４１の可動を規制するための第１嵌合部４６が形成される。第１嵌合部４６は、例えば
、凹部、凸部等から適宜選択することができるし、これらを適宜組み合わせることもでき
る。
【００４６】
　また、支持片４４における上下方向の位置には、支持片４４より短い寸法を有して同方
向に突出し、ロック機構のロック状態にて、取付部１２の第１押圧部１４と合致する第２
押圧部４７が設けられる。当該第２押圧部４７は、例えば図１１（ｂ）に示すように、断
面略楔状に形成される。
【００４７】
　また、基部４０には、軸部４３の軸心から案内レール４５が設けられる方向と対向する
方向に側壁部４８が突出して設けられる。当該側壁部４８には、ロック状態又はロック解
除状態にて、取付部１２の膨出部１５を移動させるための溝状又は孔状の移動領域４９が
当該突出する方向と同方向に設けられる。また、移動領域４９の一端には、膨出部１５の
入り口となる開口部５０を設けることが望ましい。
【００４８】
　更に、側壁部４８の後方側には、図５（ｂ）に示すように、戻しバネ４２の他端を収容
するための第２受け部５１が形成される。当該第２受け部５１は、例えば、第１受け部３
４と同様にして凹状に形成することで、戻しバネ４２の位置決めを行うことができる。
【００４９】
　本実施例においては、支持片４４は、基部４０における上下方向の略中央部に設けられ
、当該支持片４４の上下位置には第２押圧部４７が設けられる。これにより、取付部１２
の突出部１３によって支持片４４を押圧する際の付加力を均等に付与することができ、基
部４０の回動を円滑に行うことができるとともに、支持片４４の上下位置で第１押圧部１
４に対して均等に当接することができる。また、第１嵌合部４６は、案内レール４５にお
ける上下方向の略中央部より下方に設けられ、例えば操作感を持たせるための突条部を介
して形成される凹部とされる。そして、移動領域４９は、側壁部４８の上下端面から溝状
となるよう夫々形成されており、側壁部４８の前方側にて膨出部１５の入り口となる開口
部５０が設けられる。
【００５０】
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　操作部４１は、図５（ａ）に示すように、基部４０の案内レール４５を抱持して摺動可
能となるよう、断面略く字状に形成される。当該操作部４１の前方側には、ユーザの指掛
かりとなる摘み部５２が突出して設けられる。また、操作部４１の後方側には、同図（ｂ
）に示すように、ロック解除状態時に当接壁部２９の第３当接壁面３５と当接するロック
解除時当接面５３が設けられる。
【００５１】
　また、当該ロック解除時当接面５３から前方側へ屈曲するようにして、ロック時当接面
５４が設けられる。当該ロック時当接面５４は、ロック状態時に当接壁部２９の第２当接
壁面３２と当接するものである。また、操作部４１の内側面には、基部４０の案内レール
４５に対応するガイド部５５が設けられるとともに、基部４０の第１嵌合部４６に対応す
る第２嵌合部５６が設けられる。第２嵌合部５６は、例えば、凹部、凸部等から適宜選択
することができるし、これらを適宜組み合わせることもできる。本実施例においては、第
２嵌合部５６は凸部とされる。
【００５２】
　このようにして構成されるロック機構は、操作部４１を備えた基部４０及び戻しバネ４
２に対して軸部４３を挿通し、軸部４３の両端部を軸孔３６に設置することで、基部４０
をフレーム２０に回動可能な状態としている。より具体的には、戻しバネ４２の一端４２
ａを当接壁部２９の第１受け部３４に当接させるとともに、戻しバネ４２の他端４２ｂを
基部４０の第２受け部５１に当接させることで、戻しバネ４２を位置決めし、当接壁部２
９の第１当接壁面３０と基部４０の側壁部４８とを戻しバネ４２の付勢力にて離間可能と
なるよう構成している。
【００５３】
　そして、基部４０に対して摺動可能な操作部４１がロック領域に位置する際には、ロッ
ク時当接面５４が第２当接壁面３２と当接することで、戻しバネ４２の付勢力に抗して基
部４０を後方側へ回動させ、ロック状態となるよう構成している。一方、操作部４１がロ
ック解除領域に位置する際には、戻しバネ４２の付勢力にて基部４０が前方側へ回動し、
ロック解除時当接面５３が第３当接壁面３５と当接することで当該回動が規制され、ロッ
ク解除状態となるよう構成している。
【００５４】
　また、ロック状態においては、操作部４１がロック領域を移動するにつれて、さらに付
勢力に抗して基部４０を後方側へ回動させるよう、第２当接壁面３２に傾斜面が形成され
ることが望ましい。
【００５５】
　装着ベルトＢは、左右一対としており、伸縮弾性ベルトからなる。当該装着ベルトＢの
夫々の一端は、フレーム２０の夫々のベルト取付部２８に連結したものとしている。そし
て、装着ベルトＢの夫々の他端には、係合可能なバックル（図示しない）が取り付けられ
る。更に、装着ベルトＢには、夫々にベルトの長さを調節する長さ調節具（図示しない）
を取り付けることもできる。
【００５６】
　このようにして構成される眼用保護具のレンズ交換作業は、図１、図６から図１３のよ
うにして行われる。レンズ１０を取り付ける際には、図１０に示すように、まず、レンズ
１０の第１係合部１１とフレーム２０の第２係合部２６とを係合させた状態する。このと
き、レンズ１０の上縁と下縁を挟持して係合させることができるので、ユーザの指先がレ
ンズ１０の表面及び裏面に触れることはない。そして、図８及び図９に示すように、レン
ズ１０の取付部１２を把持して、膨出部１５を側壁部４８における移動領域４９の開口部
５０から進入させる。このとき、ロック機構の操作部４１が当接壁部２９の切欠部３３内
の領域に位置し、レンズ１０がフレーム２０から取り外された状態、いわゆるロック解除
状態となっている。
【００５７】
　当該ロック解除状態においては、図８及び図１３（ｂ）に示すように、戻しバネ４２の
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一端４２ａが当接壁部２９の第１受け部３４に当接され、戻しバネ４２の他端４２ｂが基
部４０の第２受け部５１に当接された状態となっている。これにより、戻しバネ４２の付
勢力によって、軸部４３を中心として基部４０が反時計回り（前方側）へ回動し、当接壁
部２９の第１当接壁面３０と基部４０の側壁部４８とが離間した状態となっている。
【００５８】
　そして、同図（ａ）に示すように、軸部４３を中心とした基部４０の回動に伴って、切
欠部３３内の領域にて操作部４１が同様に回動し、操作部４１のロック解除時当接面５３
が当接壁部２９の第３当接壁面３５に当接することで、基部４０の前方側への回動が規制
された状態となっている。このとき、基部４０における側壁部４８の前方側がフレーム２
０より前方側に浮き上がった状態となるため、レンズ１０の取付部１２を案内し易いもの
としている。より詳細には、図１０に示すように、膨出部１５の入り口となる移動領域４
９の開口部５０がフレーム２０の前方側端面より前方側に位置した状態となっている。
【００５９】
　そして、取付部１２を基部４０側へと近づけ、膨出部１５を移動領域４９の後方側へと
移動させながら、レンズ１０の後方側面にて側壁部４８の前方側面を押圧し、軸部４３を
中心として基部４０を時計回り（後方側）へ付勢力に抗して回動させる。そして、レンズ
１０の取付部１２が所定位置まで移動されると、図１２（ｂ）に示すように、突出部１３
の後方側が基部４０の支持片４４に当接された状態となる。
【００６０】
　当該状態にて、突出部１３を後方側へと押圧することで、支持片４４を介して、軸部４
３を中心として基部４０をさらに時計回り（後方側）へと回動させることができる。これ
により、図１２（ａ）に示すように、当接壁部２９の第１当接壁面３０と基部４０の側壁
部４８との間隔が徐々に縮まっていき、後に、図１１（ａ）に示すように、両者が当接し
た状態となる。
【００６１】
　このとき、移動領域４９は、図１１（ａ）に示すように、後方側に向けて傾斜して配置
され、膨出部１５が移動領域４９における後方側の端部に位置した状態となる。これによ
り、当該端部の近傍壁部によって膨出部１５の移動が規制されることから、膨出部１５が
側壁部４８に対して位置決めされた状態となる。
【００６２】
　また、当該状態においては、同図（ａ）から（ｃ）に示すように、取付部１２の第１押
圧部１４と基部４０の第２押圧部４７とが合致するとともに、取付部１２の収容部１６に
基部４０の支持片４４が収容された状態となる。これにより、取付部１２と基部４０との
間隙をできるだけ少なくすることで、埃等がレンズ１０の内側に進入するのを防止するこ
とができる。
【００６３】
　更に、当該状態においては、基部４０と当接壁部２９の第２当接壁面３２との間に操作
部４１を移動させることができる領域が確保されるため、同図（ｃ）、図６及び図７に示
すように、案内レール４５に沿って操作部４１を第２当接壁面３２内の領域に移動させる
ことができる。
【００６４】
　このとき、戻しバネ４２の付勢力は、当接壁部２９の第１当接壁面３０と基部４０の側
壁部４８とを離間させるよう作用するが、操作部４１のロック時当接面５４と当接壁部２
９の第２当接壁面３２とが当接することで、軸部４３を中心として基部４０が反時計回り
（前方側）に回動するのを規制している。このようにして、ロック機構の操作部４１が当
接壁部２９の第２当接壁面３２内の領域に位置することで、レンズ１０がフレーム２０か
ら取り付けられた状態、いわゆるロック状態となる。
【００６５】
　当該ロック状態においては、取付部１２の膨出部１５が側壁部４８の移動領域４９内に
位置し、基部４０の回動に伴って第２押圧部４７が回動することで、第２押圧部４７が取
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付部１２の第１押圧部１４に面接触して合致し、取付部１２の収容部１６に基部４０の支
持片４４が収容されることから、取付部１２が夫々の箇所に当接して、レンズ１０は前後
左右方向への移動が規制され、緩むことなく確実にフレーム２０に固定された状態となる
。
【００６６】
　そして、第２当接壁面３２が傾斜面を有している場合には、当該傾斜面を操作部４１が
摺動するに際して、軸部４３を中心として基部４０が時計回り（後方側）により回動する
よう構成される。これにより、レンズ１０がフレーム２０側へさらに押圧されるので、両
者間の密着度が増し、密閉性を向上させることができる。
【００６７】
　更に、基部４０に第１嵌合部４６が設けられ、操作部４１に第２嵌合部５６が設けられ
ている場合には、これらを嵌合させた状態とし、ロック状態をより完全なものとすること
ができる。これにより、所定以上の力で操作部４１を摺動させない限り、第１嵌合部４６
と第２嵌合部５６の嵌合状態が解除されない状態となる。
【００６８】
　このようにして、取付部１２の膨出部１５と側壁部４８の移動領域４９を介して、取付
部１２を基部４０側に移動させた後、取付部１２を押圧して基部４０を回動させた状態で
、操作部４１を基部４０に対して摺動させ、当接壁部２９のロック領域（第２当接壁面３
２内）に移動させることで、フレーム２０に対してレンズ１０を取り付けることができる
。また、レンズ１０を取り外す際には、操作部４１を当接壁部２９のロック解除領域（第
３当接壁面３５内）に移動させればよいので、その説明は省略する。
【００６９】
　以上、説明した本発明に係る眼用保護具によれば、レンズ１０の取り付けの際には、取
付部１２を介して基部４０を回動させ、操作部４１をロック領域へ移動させることでロッ
ク状態とすることができる。また、操作部４１をロック解除領域へ移動させ、ロック解除
状態とすることで、基部４０を付勢力によって回動させて、取付部１２を介してレンズ１
０の取り外しを行うことができる。これにより、ユーザの指先がレンズ１０の表面及び裏
面に触れることなく、レンズ１０の交換作業を行うことができる。
【００７０】
　また、眼用保護具の一端に第１係合部１１及び第２係合部２６を設け、他端にロック機
構を設けることで、従来品のように上下左右の各フレームにロック機構を設ける眼用保護
具と比較して、ロック機構の部品点数を削減することができ、コストの削減にもつながる
。
【００７１】
　また、上述した実施例においては、眼用保護具の左右端の一方に、第１係合部１１及び
第２係合部２６を設け、他方にロック機構が設けられる構造であったが、これに限られる
ものではない。例えば、眼用保護具の上下端の一方に、第１係合部１１及び第２係合部２
６を設け、他方にロック機構が設ける構造とすることもできる。
【００７２】
　また、眼用保護具の左右端の一方に、第１係合部１１及び第２係合部２６を設け、他方
にロック機構が設けられる構造においては、上下端のいずれか一方を有さない構造とする
こともできる。例えば、図１４に示すように、左側フレーム２３と右側フレーム２４とを
上側フレーム２１で連結し、下側フレーム２２を有さない構造とすることもできる。
【００７３】
　また、眼用保護具のレンズ１０は一眼レンズとされるものであったが、眼鏡、サングラ
ス等の二眼レンズとすることもできる。例えば、図１５に示すように、眼鏡の鼻当て部２
５側に第１係合部１１及び第２係合部２６を設け、外側方向に位置する眼鏡のヒンジ側に
ロック機構を設ける構造とすることもできる。
【００７４】
　また、眼用保護具はゴーグル型とされるものであったが、装着ベルトＢをヒンジ部を備
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えたテンプルＴに変更したり、装着ベルトＢを設けることなく、フレーム２０から分岐し
て設けられる分岐フレーム３９等の別仕様とすることで、図１５及び図１６に示すように
、眼鏡型又は一眼レンズ型の眼鏡とすることもできるし、図１７に示すように、ヘルメッ
トＨに装着する態様とすることもできるし、これに限られない。
【００７５】
　また、取付部１２は、レンズ１０の端部に取り付けられるものであったが、図１４、図
１７及び図１８に示すように、レンズ１０の周囲にリム１９を設けるとともに、当該リム
１９と取付部１２とを一体としたものとすることもできる。すなわち、取付部１２は、レ
ンズ１０に対して取り付けられる構造であれば、取付部１２が別部材と一体とされるもの
であってもよい趣旨である。
【００７６】
　また、当接壁部２９においては、ロック領域の第２当接壁面３２を下方側とし、ロック
解除領域の切欠部３３を上方側とするものであったが、これに限られるものではない。例
えば、ロック領域の第２当接壁面３２を上方側とし、ロック解除領域の切欠部３３を下方
側とすることもできる。また、ロック領域を当接壁部２９の略中央部に位置させて、その
上下位置にロック解除領域を位置させる構造とすることもできる。係る際において、第２
当接壁面３２の傾斜面は、適宜変更して形成されるのは勿論である。
【００７７】
　また、取付部１２の膨出部１５と基部４０における側壁部４８の移動領域４９は、夫々
が対応するようにして形成され、レンズ１０を取り付ける際に、取付部１２を基部４０側
へと誘導するものであれば、形状、位置等については特に制限されるものではない。例え
ば、膨出部１５が後方側に向けて突出して形成されるとともに、これに対応するようにし
て移動領域４９が側壁部４８の前方側に形成されるものであってもよいし、これに限られ
ない。係る際において、ロック状態での移動領域４９の後方端部は、膨出部１５の移動を
規制するよう構成されることが望ましい。
【００７８】
　また、ロック状態において、支持片４４が収容部１６に嵌まり込み、第１押圧部１４及
び第２押圧部４７によって、取付部１２が基部４０に固定される構造であれば、取付部１
２の膨出部１５と側壁部４８の移動領域４９とを設けない構造とすることもできる。
【００７９】
　また、付勢手段となる戻しバネ４２の付勢力を大きく設定した場合には、ロック状態に
おいて、当接壁部２９の第１当接壁面３０と基部４０の側壁部４８とを当接させない構造
とし、両者間に所定の間隔を有した状態として、フレーム２０に対してレンズ１０を取り
付けることもできる。
【００８０】
　また、戻しバネ４２は、当接壁部２９の第１当接壁面３０と基部４０の側壁部４８とを
付勢力にて離間可能とするものであったが、戻しバネ４２を設けない構造とすることもで
きる。係る際には、ロック解除状態においては、基部４０は、所定範囲内にて前後方向へ
の回動が自在な状態となる。また、ロック状態においては、第１当接壁面３０と側壁部４
８とを当接させ、第２当接壁面３２とロック時当接面５４とを当接させるよう構成する。
これにより、基部４０の前後方向への回動を規制して、フレーム２０に対してレンズ１０
を緩みなく取り付けることができる。
【００８１】
　更に、一部構成を省略することができるし、一部抽出した構成とすることができるのは
勿論である。
【符号の説明】
【００８２】
１０　　　レンズ
１１　　　第１係合部
１２　　　取付部
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１３　　　突出部
１４　　　第１押圧部
１５　　　膨出部
１６　　　収容部
２０　　　フレーム
２６　　　第２係合部
２９　　　当接壁部
３０　　　第１当接壁面
３２　　　第２当接壁面
３３　　　切欠部
３５　　　第３当接壁面
４０　　　基部
４１　　　操作部
４２　　　戻しバネ
４３　　　軸部
４４　　　支持片
４７　　　第２押圧部
４８　　　側壁部
４９　　　移動領域
５０　　　開口部
５３　　　ロック解除時当接面
５４　　　ロック時当接面

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(18) JP 6443748 B2 2018.12.26

10

フロントページの続き

    審査官  安田　昌司

(56)参考文献  特開２０１４－１４２６５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１４／００５９７４７（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００７／０１５３２３０（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２００９／１０１６４５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２０１４－５３１９６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０２２９０４４（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　　９／０２　　　　
              Ａ４２Ｂ　　　３／１８　　　　
              Ｇ０２Ｃ　　　７／１６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

