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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオ電子機器を支持するように構成された眼鏡サポートであって、
　ユーザに装着されるように構成され、正面端部を有する眼鏡フレームであって、
　　該眼鏡フレームの前記正面端部に支持された少なくとも一のレンズ、および
　　第１および第２サポート部材であって前記眼鏡フレームを支持するために前記ユーザ
の頭の一部に載置されるように構成され、前記正面端部から延在し、前記正面端部で前記
眼鏡フレームに接続される第１および第２サポート部材、
　を更に有する眼鏡フレームと、
　眼鏡フレームに連結された第１および第２イヤフォンであって前記眼鏡サポートが装着
された状態で、前記ユーザの耳の方向へ向けられる第１および第２イヤフォンと、
　前記眼鏡フレームに支持される電源と、
　眼鏡フレームに支持された検索回路装置であってデジタル記憶装置から情報を検索する
ように構成された検索回路装置と、
　を備える眼鏡サポート。
【請求項２】
　眼鏡フレームによって保持されるマイクロフォンを更に備える、
　請求項１に記載の眼鏡サポート。
【請求項３】
　前記第１および第２サポート部材に夫々連結された第１および第２ヒンジであって、前
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記第１および第２サポート部材が装着者の頭にフィットするように変形することを可能と
する第１および第２ヒンジを更に備える、
　請求項１または２に記載の眼鏡サポート。
【請求項４】
　前記デジタル記憶装置は、前記第１および第２サポート部材のうち少なくとも何れか一
方の内側に配置される、
　請求項１から３の何れかに記載の眼鏡サポート。
【請求項５】
　前記検索回路装置は、前記第１および第２サポート部材のうち少なくとも何れか一方の
内側に配置される、
　請求項１から４の何れかに記載の眼鏡サポート。
【請求項６】
　前記検索回路装置は、前記デジタル記憶装置から検索された音楽を、前記第１および第
２イヤフォンを介して再生するように構成される、
　請求項１から５の何れかに記載の眼鏡サポート。
【請求項７】
　前記デジタル記憶装置は、前記眼鏡フレームに支持される、
　請求項１から６の何れかに記載の眼鏡サポート。
【請求項８】
　前記情報は、ＭＰ３形式の音楽ファイルである、
　請求項１から７の何れかに記載の眼鏡サポート。
【請求項９】
　前記眼鏡フレームに支持される受信機を更に備える、
　請求項１から８の何れかに記載の眼鏡サポート。
【請求項１０】
　前記眼鏡フレームに支持される送信機を更に備える、
　請求項１から９の何れかに記載の眼鏡サポート。
【請求項１１】
　前記眼鏡フレームに設けられた表示装置と、
　前記眼鏡フレームに支持され、前記表示装置を駆動するドライバと、を更に備える、
　請求項１から１０の何れかに記載の眼鏡サポート。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は装着者の視野に眼鏡を保持している間に、頭部の左右で接触するのを避ける頭上
保持システムに関し、及び/又は各種の携帯電子機器装置を支える台地（プラットフォー
ム）を提供するものである。
【０００２】
【従来の技術】
眼鏡業界では、近年、特にアクティブなスポーツやファッション用サングラスに使用され
る目的の眼鏡に関し各種の改良がなされている。例えば、ブレード（登録商標）デザイン
（オークリー社）、Ｍフレーム（登録商標）製品（オークリー社）、ゼロ（登録商標）製
品（オークリー社製）のような単一レンズを有する眼鏡に改良がなされている。これらの
眼鏡のデザインは、従来のスポーツ用眼鏡と較べ、周辺光を最大に遮断したり、光学的歪
みを減少して装着者の快適なレベルを増大するような各種の機能的利点が達成されている
。
【０００３】
レンズの形状は様々な改良発明の対象にもなっている。ブレーズ眼鏡の単一レンズは、例
えば、ジャナードの米国特許番号４、８５９、０４８号に開示された円柱レンズを取り入
れている。この形状は、装着者の顔に近接して、直接に装着者の正面（前方向）及び周辺
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（左右方向）を光、風、埃等から遮るのを可能にするレンズである。さらに、ジャナード
の米国特許番号４、８６７、５５０号（トロイダルレンズ形状）を参照のこと。
【０００４】
二枚レンズ眼鏡システムにおいてレーキ（広角度の傾斜）や反り(ｗrap)に由来するプリ
ズムシフトをより正確に制御したり、その他の光学的目的は、例えば、ヒューストン等の
米国特許５、６４８、８３２号、５、６８９、３２３号、５、９６９、７８９号、６、０
１０、２１８号に開示された技術を通して達成されている。
【０００５】
眼鏡の保持システムにおける各種の改良もまた近年なされている。例えば、ジェナード等
の米国特許５、１３７、３４２号（二本のつるシステム用の筒状収縮装置）、５、２４９
、００１号（様々な頭部の幅に対し中央方向にバイアスに備えられるようなつるとフレー
ム）、５、７６０、８６８号（ヒンジがない単一眼鏡フレーム）、ヒューストン等の５、
８０５、２６１号（バイアスの眼鏡フレーム）を参照のこと。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
前記保持システムの改良はすべて、二本のつるのデザインに関するものであり、つるは装
着者の頭の左右に沿って後部に延在して眼鏡を保持する。これらの改良にもかかわらずつ
るの左右圧力を減少し、さらに快適な眼鏡保持を提供する眼鏡保持についての新しいアプ
ローチの必要性がある。
【０００７】
さらに、保持システムに取り付ける眼鏡レンズ、電気通信システム、頭上表示式電子機器
、その他のオーディオ/視覚電子機器のいずれかの荷重からの重量を支持し分散する事が
可能な保持システムの必要性がある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の一つの態様は、眼鏡保持システムを提供することである。このシステムは、細長
いアーチ形フレームを有する眼鏡サポートから構成される。このフレームは、外部後頭部
突起部の付近に装着者の顔から後頭部まで、装着者の頭上に延びる長さの正面端部と後頭
部端部とから構成される。このサポートは第１部材と第２部材とを含み、それらは正面領
域で一緒に接合されるとともに正面領域と後頭部領域との間で離間している。
【０００９】
　第１及び第２部材の少なくとも一部分は、左右方向に約１/２インチ（１２．７ｍｍ）
から約６インチ（１５２．４ｍｍ）までの範囲内の距離で離間している。この第１及び第
２部材の少なくとも一部分は、左右方向に約１．５インチ（３８．１ｍｍ）から約３イン
チ（７６．２ｍｍ）の範囲内で離間しているのが好ましい。ある実施例では、第１及び第
２部材の最大間隔は、好ましくは頭上に沿った場所で、約２インチ（５０．８ｍｍ）から
約３インチ（７６．２ｍｍ）の範囲内である。
【００１０】
好ましくは、少なくとも一枚のレンズがフレームの正面端部に備えられる。あるいはまた
、２枚のレンズを備えてもよい。サポートの正面端部は直接レンズやレンズ軌道に接続さ
れてもよく、又は左右軌道を含むフレームのブリッジに接続されてもよい。
【００１１】
　このフレームは、正面端部から後頭部端部までの長さのアーチを有し、このアーチは、
レンズや軌道(orbital)から、所望の市場購買層（例えば、成人男子、成人女子、子供、
東洋人、西洋人等）の標準的人間装着者の外部後頭部突起部付近まで十分に延在する。こ
の正面端部から後頭部端部までのアーチの長さは、一般に約８インチ（２０３．２ｍｍ）
から約１８インチ（４５７．２ｍｍ）までの範囲内であり、大部分の成人の例では、約１
４インチ（３５５．６ｍｍ）から約１６インチ（４０６．４ｍｍ）までの範囲である。
【００１２】
好ましくは、第１及び第２部材は共に後頭部端部の前方で接続している。フレームの後頭
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部端部はさらに電子機器を収容するハウジングを備えてもよい。予想される電子機器はデ
ジタル又はその他の記憶装置、受信機、送信機、頭上表示式駆動回路部材、電源及びその
他の関連部品を含む。
【００１３】
一実施例において、フレームは装着者の鼻に置くノーズパッドをさらに備える。ノーズパ
ッドは軌道と共に一体に形成されても、個別に形成されたノーズピースとして接着されて
もよい。
【００１４】
　一般に、アーチ形フレームは正面端部から約１８０°以上のアーチで後方に延在する。
基準点はノーズパッドの中心点から最大直線距離でフレームの内面に確認される。フレー
ムは、好ましくは基準点を越えて後頭部端部へ、少なくとも約２インチ（５０．８ｍｍ）
，アーチに沿って延びる。概して、フレームは、約２インチ（５０．８ｍｍ）から約６イ
ンチ（１５２．４ｍｍ）の範囲内の長さを有するアーチに沿って基準点を越えて延びる。
【００１５】
　ノーズパッドの中間点とフレームの後頭部端部との直線距離は、フレームが応力を受け
ない形状の時、少なくとも約３インチ（７６．２ｍｍ）である事が好ましい。 一般に、
ノーズパッドの中間点とフレームの後頭部端部との直線距離は、約５インチ（１２７ｍｍ
）から約８インチ（２０３．２ｍｍ）の範囲である。フレームの後頭部端部は、基準点を
通る後方接線の前方約１．５インチ（３８．１ｍｍ）から約３．５インチ（８８．９ｍｍ
）の範囲内に位置するのが好ましい。
【００１６】
本発明の他の態様によると、装着者の視界に少なくとも一枚のレンズを固定させる方法を
提供する。この方法は、装着者の頭上の後方に延びるアーチ形フレームを有する眼鏡を提
供する工程から構成される。このフレームは、装着者の頭部に設置され、装着者の頭上の
少なくとも一部に沿って左右方向に離間した第１及び第２サポートを設置することで固定
される。
【００１７】
　第１及び第２サポートは、好ましくは、約１/２インチ（１２．７ｍｍ）から約６イン
チ（１５２．４ｍｍ）までの範囲内の距離で左右方向に離間している。第１及び第２サポ
ートの各幅は、約０．００２インチ（０．０５ｍｍ）から約３インチ（７６．２ｍｍ）の
範囲内である。
【００１８】
本発明のさらなる特徴及び利点は、以下の実施例の詳細な記載と添付の図面及び請求項か
ら当業者には明らかになるだろう。
【００１９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明のサポートシステム１２を含む眼鏡１０の一実施例の正面図を示す。本発
明の眼鏡システムはサングラスや無色透明レンズのような２枚レンズの眼鏡をまず第一に
記載しているが、本発明は、単一レンズ眼鏡、保護レンズやアイシールド、頭上表示式電
子機器やこの開示から当業者に明らかになるその他のものを含む各種眼鏡に広く適用でき
る。
【００２０】
サポートシステム１２は、容積や重量やその他の点で従来の眼鏡保持システムに組み込む
事が以前には困難であった各種携帯用電子機器や装置のいづれかを支持するために用いら
れる。本発明のフレーム１２の頭上形状は、装着者の頭を亘る荷重を分散し、サポートシ
ステム１２の長さ(例えば内側)に沿って、又は後頭部端部３４のようなサポートシステム
１２の後方で、相対的に嵩張り、重い、電子機器を設置する事を可能にする。眼鏡保持シ
ステム１０は、眼鏡が荷重で移動しないように、かつ、装着者の視界外ですっきりと装着
者の頭にかけて重さを分散するようにして電子機器装置を装着するのを可能にし、不快な
圧力が装着者の鼻、耳、つる付近にかからないようにする。
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【００２１】
本発明で予想される電子機器のなかには、MP3形式のメモリーやその他のメモリー装置か
ら音楽やその他の情報を検索するためのデジタル装置やその他記憶装置及び検索回路装置
がある。又は、例えば音楽、電気通信及びGP(全地球測位）のための各種受信機や送信機
がサポートシステム１２に装着される。液晶表示やその他の小型表示技術のような頭上表
示を駆動するドライバ及びその他電子機器も、サポート１２に装着される。取替え可能や
再チャージ可能な電源及びその他電子又は機械部材は、さらに追加してサポートシステム
１２に装着される。
【００２２】
本発明のこのサポートシステム１２は、装着者の視界で一枚又は二枚のレンズを支持しな
いで、前記のいずれか又はその他電子機器やシステムを支持するために単独で利用しても
よい。このように、ここに開示したサポートシステム１２の実施例では、レンズ及び/又
はレンズ軌道は、ここに開示されたものを考慮して当業者には明らかであるので省略して
もよい。
【００２３】
図１に図示した眼鏡１０は、装着者の頭の正面に位置する正面端部と、装着者の頭の後部
側に配置するための後頭部端部と、を有する細長いアーチ形フレーム形式のサポート１２
を備える。一実施例のサポート１２は、概して鼻上の眉間領域から頭の後部の外部後頭部
突起部まで装着者の頭上を横切って延びる長さのアーチ状に延在する。
【００２４】
　正面端部から後頭部端部までのサポート１２のアーチの長さは、通常約８インチ（２０
３．２ｍｍ）から約１８インチ（４５７．２ｍｍ）までの範囲内であり、一般に、ほとん
どの成人人間の頭の長さは、約１４インチ（３５５．６ｍｍ）から約１６インチ（４０６
．４ｍｍ）の範囲内である。ここに開示した特定の寸法は、参照目的のためであり、特定
な商業製品は所望の人々に適するように最適化されているのでその他特定寸法の各種いづ
れかを選択してもよい。例えば、異なるサイズの商品は成人男子、成人女子、子供や若者
の標準寸法に対応して製造される。さらに、成人男女のサイズは、当業者に明らかなよう
に様々な東洋人、西欧人、その他市場人口で異なる。
【００２５】
このサポート１２は、好ましくは、装着者の頭上を後頭部端部３４まで延在する形状の第
１サポート部材２８と第２サポート部材３０とから構成される。一般に、第１及び第２サ
ポート部材２８及び３０の後部端部は、後頭部端部３４で又はその付近で接合し、外部後
頭部突起部に係合してもよい。第１サポート部材２８と第２サポート部材３０の正面端部
２９，３１は、下記に述べるように、直接互いに接続されるか又は眼鏡の一部を介して共
に接続される。
【００２６】
一般に、第１及び第２サポート部材２８及び３０は、好ましくは、十分な弾性を有するか
又は装着者の頭に嵌合するようにヒンジで又は弾性的に変形するメモリーを有し、原形方
向にバイアスを保って固定して頭に装着される。サポート１２の機能的要件のさらなる態
様は、以下に記載のとおりである。
【００２７】
　第１及び第２サポート部材２８及び３０の少なくとも頭接触面は、サポート１２のアー
チ長さの少なくとも一部に沿って互いに左右方向に離間し、眼鏡１０を左右方向に固定さ
せる。第１サポート部材２８と第２サポート部材３０との間の左右の離間は、少なくとも
ある点で約１/２インチ（１２．７ｍｍ）から約６インチ（１５２．４ｍｍ）の範囲内で
、好ましくは、約１．５インチ（３８．１ｍｍ）から約４インチ（１０１．６ｍｍ）まで
の範囲内である。ある実施例では、この離間は頭上に沿った少なくともある点で約２イン
チ（５０．８ｍｍ）から約３インチ（７６．２ｍｍ）の間である。
【００２８】
　第１及び第２サポート部材２８及び３０の各幅は、サポート１２で支える荷重によるの
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と同様に美的問題により変更しても良い。例えば、相対的に軽い荷重（例えば、軽量か又
は電気部品無し）を支える本発明のワイヤフレームの実施例では、第１及び第２サポート
部材２８及び３０の各々は、約０．０２０インチ（０．５１ｍｍ）から約０．２５インチ
（６．３５ｍｍ）の範囲内またはそれ以上の幅を有するワイヤ又はリボンから形成されて
もよい。成形又は押出しポリマー部品は、約０．１２５インチ（３．１７５ｍｍ）から約
４インチ（１０１．６ｍｍ）までの範囲又はそれ以上の幅を有してもよい。好適には、成
形又は押出し成形された第１及び第２サポート部材２８及び３０は、約０．２５インチ（
６．３５ｍｍ）から約１．５インチ（３８．１ｍｍ）までの範囲内の幅を有し、サポート
１２に沿って電気部材を内包するための広い幅を望まないのであれば、約０．２５インチ
（６．３５ｍｍ）から約０．７５インチ（１９．０ｍｍ）までが好ましい。
【００２９】
図３に図示した実施例において、第１及び第２サポート部材２８及び３０は、装着者の頭
の前方から後方まで互いに平行に延在する。第１及び第２サポート部材２８及び３０は、
後方より前方で大きく離れるよう後方で中間に向けて傾斜するか又は、正面端部より後方
端部で離間が大きくなるよう後方で左右方向に傾斜するかどちらか互いに相対的に傾斜し
てもよい。後者の形状は、サポート１２が眼鏡フレームの中間部で、例えばブリッジ２４
で、接続される実施例においては有用である。図４を参照のこと。
【００３０】
図示された実施例における第１及び第２サポート部材２８及び３０の離間距離は、頭の前
方から後方まですべてに亘って延在する。前方から後方までの長さは短縮してもよい。前
から後ろまでの離間距離は、眼鏡の前後の全寸法の約２０％を概して越えるだろう。本発
明の安定性が最適であるのは、眼鏡の前後の全寸法の約５０％を越えるのが好ましい。最
大離間位置は、装着者の頭上であるのが好ましく、眼鏡の前後間の中間の途中又は前後間
の中間点よりやや前方が好ましい。
【００３１】
図４に図示した一実施例において、第１及び第２サポート部材２８及び３０は、装着者の
額上で互いに接合し、単一の延長部３３はフレーム１８のブリッジ部２４に接続するため
装着者の額から下方に延在する。本発明の荷重を分散しバランスを保つため様々な他の形
状のどれも考案される。
【００３２】
眼鏡１０は、装着者の視界に少なくとも一枚のレンズを支持する事が好ましい。図示した
実施例では、サポート１２は第１レンズ１４と第２レンズ１６とを備える。第１レンズ１
４は、第１軌道２０に支持され、第２レンズ１６は第２軌道２２に支持される。図示した
実施例では第１及び第２軌道２０，２２は、ブリッジ２４で接続され、共にフレーム１８
を形成する。ブリッジ２４は、第１及び第２軌道２０，２２と協働し、ノーズオープニン
グ２６を画定する。ノーズオープニング２６はここの開示から当業者には明らかなように
ノーズパッドと一体形成されたり、又は取り外し可能なノーズピースやパッドを備えても
よい。
【００３３】
サポート１２は、あらゆる手法でフレーム１８に接続される。図示した実施例では、第１
サポート部材２８は第１軌道２０に接続され、第２サポート部材３０は第２軌道２２に接
続される。図１及び２を参照のこと。又は、第１及び第２サポート部材２８及び３０は、
ブリッジ２４に接続されてもよい。他の実施例では、第１及び第２サポート部材２８及び
３０は、ブリッジ２４又はフレーム１８のその他の部分に接続する前に、眉間領域と額の
少なくとも一部に延在する単一のエレメント３３に合体する。図４を参照のこと。
【００３４】
図３は、図１の眼鏡１０の側面図である。これから明らかなように、第１及び第２サポー
ト部材２８及び３０は、後頭部端部３４で外部後頭部突起部に係合するよう細長いアーチ
全体の下方又は前方が（着用されるように）凹状で、装着者の頭上を延在して装着者の視
界前方でフレーム１８を支持する。水平基準線３６は、第１接触点３８からの最大直線距
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離でノーズパッド４０の機械的中心の第１接触点３８と、サポート１２の内面上の第２接
触点４２との間を延在するように図示されている。この基準線３６は便宜上「水平」と呼
んでいるが、真に水平関係である必要はない。
【００３５】
　第１接触点３８と第２接触点４２とのゆるやかな直線距離は、一般に、小さいサイズで
は約５インチ（１２７ｍｍ）以下で、高弾性の実施例では約８インチ（２０３．２ｍｍ）
の範囲内である。ある実施例では、第１接触点３８と第２接触点４２との直線距離は約７
インチ（１７７．８ｍｍ）から７-３/４インチ（１９６．８ｍｍ）の範囲内である。
【００３６】
後方接線４６はサポート１２の内面で第２接触点４２を通り図示される。後頭部接線４８
は、後頭部端部３４を通り後方接線４６に平行に延在する。後頭部接線４８は水平基準線
３６と交点５０を形成する。
【００３７】
　一般に、後頭部接線４８と後方接線４６との間の水平基準線３６の直線距離は、約０．
５（１２．７ｍｍ）又は１インチ（２５．４ｍｍ）以上であり、好ましくは、１-１/２イ
ンチ（３８．１ｍｍ）から約３インチ（７６．２ｍｍ）の範囲内である。一般に、交点５
０と第２接触点４２との距離は、第１及び第２サポート部材２８及び３０の所望アーチの
長さで決定され、後頭部端部３４が安全に装着者の頭の後方に嵌合するのを可能にする。
ある実施例では、アーチの長さは、普通成人男子（５０番目の男子アルダーソン頭形で例
示されたように）に十分であるようにデザインされ、外部後頭部突起部の下方及び前方に
後頭部端部３４を配置して、ここの開示から明らかにように所望した保持を提供する。
【００３８】
　この交点５０と後頭部端部３４との直線距離は、一般に、約１-１/２インチ（３８．１
ｍｍ）から約４インチ（１０１．６ｍｍ）までの範囲内で、好ましくは約２-１/２インチ
(６３．５ｍｍ）から約３-１/２インチ（８８．９ｍｍ）の範囲内である。
【００３９】
　応力を受けない形状での第１接触点３８から後頭部端部３４までの直線距離は、約３イ
ンチ（７６．２ｍｍ）から約８インチ（２０３．２ｍｍ）までの範囲であり、典型的には
成人用は約５インチ（１２７ｍｍ）から約７インチ（１７７．８ｍｍ）までの範囲である
。概して、第１接触点３８と後頭部端部３４との間の静止距離は、フレーム１８に関する
後頭部端部３４の動きの範囲及びサポート１２の弾力性又はメモリーによりかなり変更さ
れてもよい。
【００４０】
好適には、サポート１２は、各種の頭のサイズに適合するように広範囲に曲がってもなお
原形方向にバイアスを保ち、装着者の頭にバイアスに保持される。サポート１２の弾力性
は、第１及び第２サポート部材２８及び３０の材質及び断面厚さ及びデザインから導かれ
る。又は、第１及び第２サポート部材２８及び３０は、そこを通って延びる弾性ワイヤや
リボンのような一つ以上の弾性エレメントを備えてサポート１２の閉方向へのバイアスを
強める。ばね鋼や、ニチノールや当業者による通常の実験を通し選択されるその他の各種
スプリング材のいずれを第１及び第２サポート部材２８及び３０に又はその中に配置して
もよい。
【００４１】
スプリングを装填したヒンジのようなバイアスヒンジを一つ以上サポート１２の長さに沿
って備えて、サポート１２の後頭部端部３４上に径方向に内側に向けたバイアスを提供し
てもよい。例えば、ヒューストンの米国特許番号５、８０５，２６１号に開示されたバイ
アスヒンジを参照のこと。参照として開示全体をここに取り入れられるが、圧縮素材が２
つの近接部材間に配置され２つの部材の配向をバイアスにするものである。
【００４２】
上記に記載されたサポート１２は、そのアーチ形の長さに沿ってサポート１２の伸長を可
能にする事により各種の頭のサイズに対応可能である。例えば、一つ以上のジョイント５
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２を備えて、第１部材５４及び第２部材５６が互いに接近する方向に動いたり、サポート
１２のアーチに沿って互いに離れる方向に動いてもよい。望遠鏡の接続は、２つの近接部
材の第２部材の対応する孔の中にスライド自在に受容される突起部を第１又は第２の近接
部材の第１部材に備えるような色々な方法で達成されてもよい。装着者は、装着感を最適
化するためにサポート１２の２つの近接部材の相対的な位置を調整してもよい。２つの近
接部材５４，５６の間の動きは、摩擦嵌合又は種々のロッキング構造により阻止されても
よい。このように、サポート１２の実際のアーチの長さは、ノーズパッド４０が適切に装
着者の鼻に置かれ、後頭部端部３４がサポート１２のアーチに沿って十分に離間して確実
に保持するよう短くしたり長くして眼鏡１０の調節を可能にする。
【００４３】
眼鏡１０は、ここの開示を考慮して当業者に分かる色々な技術によって製造される。例え
ば、第１及び第２サポート部材２８，３０は所望の最終形状に射出成形されてもよい。軌
道２０，２２及びブリッジ２４は、第１及び第２サポート部材２８，３０と一体成形され
てもよい。また、サポート１２は、フレーム１８とは別に形成されてもよく、第２製造工
程として一緒に固定されてもよい。
【００４４】
電子機器を含む実施例では、追加機能のアッタチメントを希望するのであれば、フレーム
、レンズ又は軌道に沿ったどこかに備えてもよい。例えば、イヤホンは、サポート１２の
上から下又はサポート１２の後方から前方、眼鏡の正面から背後に延びる一つ以上のイヤ
ホンサポートから装着者の耳に向けてもよい。同様に、一つ以上のマイクロホンを、フレ
ームの軌道又はその他の部分に接続された一つ以上のマイクロホンサポートから装着者の
口に向けてもよい。
【００４５】
本発明はある好適実施例によって記載されているが、その他の実施例もここに含まれた開
示を参照に当業者には明らかになるだろう。従って、本発明の範囲は実施例に開示された
ものに限定されなく、添付の請求項の範囲と共に存在する。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の眼鏡保持システムの一実施例の正面概略図を示す。
【図２】図２は図１の眼鏡保持システムの平面図。
【図３】図３は図１の眼鏡保持システムの側面図。
【図４】図４はもう一つの形状を示す図２の平面図。
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