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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズを含む主体と、
　後方端部に湾曲して形成された耳部を備え、前方端部に溝を備えたテンプルと、
　折り畳み可能に前記テンプルを前記主体に接続する蝶番構成要素と、
　前記テンプルの溝内に嵌合固定され、またネジ孔を形成した挿差構成要素と、自由に回
転するよう前記蝶番構成要素に同軸に取り付けられ且つ前記テンプ
ルを前後に動かすため前記挿差構成要素の前記ネジ孔にネジ連結される調整ネジと、
　前記調整ネジが前記蝶番構成要素から離脱しないように保持するスナップリングと、
　前記調整ネジに形成された位置決定溝を備えた縦横位置固定構成要素と、
　前記蝶番構成要素に一体に形成されて、前記テンプルの前方外部を包囲する中空カバー
と、
を有し、
　前記テンプルに形成したネジ組み立て孔にネジを通して、該ネジの先端を、前記縦横位
置固定構成要素の前記位置決定溝に固定するように構成したこと
を特徴とする長さの調整可能なテンプルを備えた眼鏡。
【請求項２】
　前記挿差構成要素と前記調整ネジとの間に、ヘッド部分を前記調整ネジと連結するため
に前記蝶番構成要素内に嵌合し、且つ他端部分を前記前記挿差構成要素に堅固にネジ結合
した摺動ボルトが設けられていることを特徴とする請求項１に記載の眼鏡。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長さの調節可能なテンプルを備えた眼鏡に関するものであり、そして特に、
ユーザーが安定してしかも心地よく自分の顔面に着用できるように眼鏡を着用するユーザ
ーの身体的条件に応じてテンプルの長さを容易に調整可能である眼鏡に関する。さらに、
テンプルは収納する或いは携帯する場合に蝶番を使用して折り畳むことができる。
【背景技術】
【０００２】
　テンプルには、鋼材料及び合成樹脂材料が広く使用されている。
【０００３】
　鋼材料でテンプルを製造する場合、簡単に変形して掛け心地のよい合成樹脂材料で形成
された構成要素がテンプルの耳部（モダン）に接続される。従って、異なる材料からそれ
ぞれ形成された２つ以上の構成要素は、相互に結合されなければならない。
【０００４】
　一方、合成樹脂材料で形成されたテンプルは、経費節約及び容易な取り扱い利点を有し
ており、そのために、そのようなテンプルは様々な寸法及び形状で製造され、眼鏡製造又
は販売業者に供給され得る。 　
【０００５】
　さらに、合成樹脂テンプルを有する眼鏡は、テンプルの長さ及び幅に近似値をもってユ
ーザーが選択することができ、思い通りに耳部の形状及び位置に補正するために適切な温
度による加熱装置でテンプルを加熱することによって正確に調整することができ、それに
より、ユーザーは、自分の顔面に適切にフィッティングするように調整した後、眼鏡を着
用することができる。
【０００６】
　しかし、昨今では、製造工程においてさえ形状及び寸法を調整できない高コストの材料
が広く普及している。
【０００７】
　すなわち、眼鏡の製造においては、木製材料、鼈甲、角、宝石、形状記憶材料、及び超
弾性材料が利用され、形状及び寸法の調整は不可能或いは困難である。
【０００８】
　そのため、そのような材料で作られた眼鏡はテンプル間の幅及びテンプルの長さを調整
するためにオーダーメイド形式でユーザーに提供されている。
【０００９】
　上述のように、堅固な材料、形状記憶材料、及び超弾性材料で形成された眼鏡のテンプ
ルは、その長さと耳部の形状が変形可能ではなく、オーダーメイド形式のみで流通されて
いる。
【００１０】
　しかし、使用中テンプルが損傷を受ける或いはその長さの補正が必要である場合には、
眼鏡は眼鏡販売業者等によって補修することができない。
【００１１】
　従って、眼鏡はその製造元に戻され、補修後にユーザーに戻され、このような手順は使
用中に不便を来たし、そのために堅固な材料、形状記憶材料、及び超弾性材料で形成され
た眼鏡はその需要の増加にも関わらず広く普及できていない。
【００１２】
　一般的に、眼鏡の損傷は主にテンプルで発生している。けれども損傷を受けた眼鏡を修
理する場所は制限されていても、そのためにユーザーは経済的に一時的な損失を被って費
用と時間のかかる外部サービスを要求しなければならない。
【００１３】
　そのような眼鏡では、レンズからユーザーの眼までの距離が非常に重要であり、１－２
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ｍｍの範囲の微妙な距離がレンズの補修後の視力にかなりの違いを引き起こし得る。
【００１４】
　さらに、鼻パッド及び耳部はユーザーの鼻及び耳に直接接触し、そして鼻パッド及び耳
部分の牽引力は接触部分に圧力を印加する。
【００１５】
　従って、１－２ｍｍの範囲の微妙な距離の調整はそのような圧力強度を相違させ、ユー
ザーの掛け心地に相当の違いをもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　そこで、本発明は、先行技術の上記及びその他のあらゆる欠点を解決することにある。
【００１７】
　本発明によれば、本発明の目的は、特に剛性或いは取り扱い不可能などの眼鏡を構成す
る材料の特徴に関係なく、眼鏡販売業者或いはユーザーによって特に長さを容易に調整で
きるオーダーメイド形式の眼鏡を提供することにある。
【００１８】
　本発明によれば、本発明の別の目的は、テンプルの長さにおける微妙な距離の調整が可
能であり、それによりユーザーが眼鏡を着用する際、視力補正や掛け心地での改善を実感
することができる眼鏡を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、レンズを含む主体と、後方端部に湾曲し
て形成された耳部を備え、また前方端部に溝を備えたテンプルと、折り畳み可能にテンプ
ルを主体に接続する蝶番構成要素と、テンプルの溝内に嵌合固定されまたネジ孔を形成し
た挿差構成要素と、自由に回転するように蝶番構成要素に同軸に取り付けられ且つテンプ
ルを前後に動かす挿差構成要素のネジ孔にネジ連結された調整ネジとを有する眼鏡が提供
される。
【発明の効果】
【００２０】
　従って、テンプルは主体から前後に微妙に動かすことができ、それによりユーザーは、
眼鏡を着用する際、最適な視力と最適な掛け心地とが得られ得る。
【００２１】
　さらに、形状記憶材料及び超弾性材料、或いは剛性材料などの高価な材料で形成された
テンプルは、加熱によって変形することがなく、ユーザーが最適な状況で眼鏡を着用する
ために眼鏡技師により長さを容易に調整することができる。
【００２２】
　よって、高価な材料で形成されたテンプルは広く普及することができ、また経済的利益
を伴って眼鏡技師が長さを容易に調整或いは修理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　　本発明の目的及び特徴並びに利点は、添付図面と関連して以下の詳細な説明からより
明確に理解されるであろう。
【００２４】
【図１】本発明の好ましい実施形態による眼鏡を示す斜視図。
【００２５】
【図２】本発明による眼鏡の主要部品を分解した状態で示す斜視図。
【００２６】
【図３】主要部品を示す部分拡大断面図。
【００２７】
【図４】本発明の別の好ましい実施形態による眼鏡を示す部分拡大断面図。
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【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明による眼鏡は添付図面を参照してより詳細に説明される。
【００２９】
　添付図面を参照すれば、図１は、本発明の好ましい実施形態による眼鏡を示す斜視図で
ある。図２は眼鏡の主要部品を示す斜視図であり、主要部品は分解された状態である。図
３は主要部品を組み立てられた状態で示す部分拡大断面図であり、図４は本発明の別の好
ましい実施形態による眼鏡を示す部分拡大断面図である。
【００３０】
　本発明によれば、眼鏡の主体１０は２枚のレンズ１１を備え、主体１０にはテンプル２
０が蝶番構成要素３０を介して取付けられ、蝶番構成要素３０はテンプル２０を主体１０
に折り畳み可能に接続している。
【００３１】
　本発明によれば、テンプル２０は合成樹脂或いは非金属材料など様々な材料で形成され
、木製材料、鼈甲、角、宝石、形状記憶材料、及び超弾性材料がテンプル２０用の材料と
して選択することができる。
【００３２】
　一般的には、木製材料、鼈甲、角、及び宝石は、眼鏡技師のいる店に設けられた加熱機
械で加熱しても、形状が変形し難い。
【００３３】
　これらの材料は、眼鏡の着用を希望するユーザーの顔の形状に応じて、主体１０からテ
ンプル２０の耳部２２までの距離を計測後、蝶番構成要素３０を取り付けた状態でテンプ
ル２０を形成するため要求された所定の長さでカッター（示されていない）によって切断
される。
【００３４】
　カッターは、グラインダー或いはグラインダーと同様の機能を有する動力ノコギリのよ
うななどの切断工具であることができる。
【００３５】
　テンプル２０には、ユーザーの耳に懸けるようにする耳部２２がテンプルの製造工程に
おいて切断或いは類似の工程によって形成され、また前方端部には溝２１が形成されてい
る。
【００３６】
　挿差構成要素４０は溝２１内に堅固に嵌合され、接着剤などの接着構成要素は、挿差構
成要素４０とテンプル２０との堅固な嵌合状態をその間に相対的動きを伴わず、保持する
ことができる。
【００３７】
　蝶番構成要素３０は、テンプル２０と主体１０との間に位置決めされ、蝶番構成要素３
０は、主体１０の後方部分と連結され、ピン３１で回転可能にそれに接続される。
【００３８】
　テンプル２０の溝２１内に固定される挿差構成要素３０には、ネジ孔４１が形成され、
このネジ孔４１に調整ネジ５０がネジ結合される。
【００３９】
　調整ネジ５０は、蝶番構成要素３０内でスナップリング５１により回転できるが、 蝶
番構成要素３０から離脱しないよう保持されている。
【００４０】
　図３を参照すると、調整ネジ５０は挿差構成要素４０に直接ネジ結合され、挿差構成要
素４０はテンプル２０に固定され、また蝶番構成要素３０には、テンプル２０の前方外部
を包囲する中空カバー６４が一体に形成され、それにより、テンプル２０は調整ネジ５０
によって摺動自在になる。
【００４１】
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　図４を参照すると、摺動ボルト５５は調整ネジ５０と挿差構成要素４０との間に位置決
めされている。
【００４２】
　挿差構成要素４０は摺動ボルト５５と堅固にネジ結合され、また摺動ボルト５５のヘッ
ド部分は調整ネジ５０と連結するために蝶番構成要素３０内に嵌合され、それにより摺動
ボルト５５は調整ネジ５０の回転に応じて、テンプル２０と共に前後に摺動する。
【００４３】
　テンプル２０が最適な状態で主体１０内に組み込まれる際に、テンプル２０の微妙な長
さ調節を行なうために、意図しないテンプル２０の動きを防ぐために、テンプル２０の設
定位置には位置固定構成要素６０を取り付けることができる。
【００４４】
　図２及び図３は、それぞれ、位置固定構成要素６０の斜視図及び部分断面図を示してい
る。
【００４５】
　調整ネジ５０には、位置決定溝６１が形成され、テンプルそして２０には、ネジ組み立
て孔６３が形成され、このネジ組み立て孔６３にはネジ６２が通される。
【００４６】
　このように、挿差構成要素４０の固定されたテンプル２０の長さは、調整ネジ５０を回
転させることによって前方に或いは後方に微調整することができる。次いでネジ６２は、
耳部２２が最適な接触でユーザーの耳に位置決めされる際、ネジ組み立て孔６３を通して
位置決定溝６１に固定される。結果として、ユーザーはテンプル２０が最適な長さに調整
されている状態で、眼鏡を安定して着用することができる。
【００４７】
　一般に、眼鏡のテンプル２０は円形に形成されていないが、丸みを帯びた長方形或いは
楕円形の形状で形成されている。そのためにカバー６４は、テンプル２０の回転によって
引き起こされる動きを阻止することができるようカバー６４を動かすことによって蝶番構
成要素３０及びテンプル２０の一部分を包囲するように位置決めされている。
【００４８】
 さらに連結を安定化させるために、カバー６４には、組み立て孔６５が形成され、また
テンプル２０にはネジ孔６７が形成され、それでネジ６６を組み立て孔６５及びネジ孔６
７内に挿差することによってカバー６４はテンプル２０と好ましく連結される。
【００４９】
　使用中に別の長さの調整或いは修理が必要である場合には、上記部品は上記組み立て手
順と逆の順序で分解され、またテンプル２０の前方端部はグラインダー或いは電力ノコギ
リで研磨される。次いでテンプル２０は要求された長さ調節の後、再度組み立てることが
できる。
【００５０】
　テンプル２０の長さを微妙に伸ばすことが必要である場合には、調整ネジ５０を回転さ
せることによって主体１０とテンプル２０との間の長さを伸長させ、そして示されていな
いがテンプル２０は上記手順で主体１０と連結される。
【００５１】
　上述の本発明の構造におけるこのような主体及びテンプルは眼鏡技師に供給され、ユー
ザーは望ましい眼鏡フレームを眼鏡技師のいる店頭で直接選択し、選択した眼鏡フレーム
には、どの程度テンプルの長さを調整すべきであるかを決定するために実測用の目盛りが
付けられ、そしてテンプルの不要な部分は切り取られる。次いで、ネジ孔或いは組み立て
孔は、主体にテンプルを固定及び組み込むために機械加工部分において機械加工される。
このようにして長さを調整したテンプルは微妙な距離調整により組み込まれ、ユーザーの
目の前で最適な眼鏡として即座に完成する。
【００５２】
　その結果、調整するのが困難且つ不可能なそれらの自然な特徴のために活用化されてこ
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なかった木製材料、鼈甲、角、宝石、形状記憶材料、及び超弾性材料などの材料は、迅速
に眼鏡技師によって容易に調整されるようになる上記特徴を補完しまた硬質で良質の眼鏡
として市場に広く普及させることができる。
【００５３】
　さらに、鼻パッド及び耳部の牽引力の強度及びレンズとユーザーの眼との間の距離は、
１－２ｍｍの範囲の微妙な距離の調整を通して決定することができ、それにより視力及び
掛け心地がかなり改善され得る。
【００５４】
　テンプルの調整方法は互換性を持って適応でき、またサービス網はユーザーの不便を解
決する近距離で眼鏡技師を通して実現することができ、さらに上記の良質な眼鏡のテンプ
ルを製造するために使用される材料の市場を活性化させ、ユーザーが様々なそして独特の
雰囲気をかもし出すのに役立つことができる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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