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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装用者の側頭部に装用される一対のテンプルと、
　そのテンプルに連なり平面視においてブリッジに向かう凸の円弧状に形成されると共に
弾性変形可能に構成されるフロントフレームと、
　そのフロントフレームの智と前記ブリッジとの間の下縁に形成される横係止部と、
　その横係止部と係脱可能に係合する横係合部と、
　その横係合部が上縁に形成され、その横係合部と前記横係止部との係脱により前記フロ
ントフレームの下縁に沿って前記智と前記ブリッジとの間に着脱可能に固定される固定部
と、
　その固定部のブリッジ側に位置するブリッジ側端部から側方に向かって延設されるリム
と、
　そのリムにより縁部を保持される視力矯正用の度付きレンズとを備え、
　前記フロントフレームは、前記ブリッジから下方に向かって延設される中央延設部と、
その中央延設部に形成される中央係止部と、前記智から下方に向かって延設される側部延
設部と、その側部延設部に形成される側部係止部とを備え、
　前記リムは、前記中央延設部に相対する内側縁部に形成される部位であって、前記中央
係止部と係脱可能に係合する中央係合部を備え、
　前記固定部は、前記智側端部から下方に向かって延設されると共に前記度付きレンズよ
り装用者側に位置する固定部側延設部と、その固定部側延設部に形成される部位であって
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、前記側部係止部と係脱可能に係合し、前記側部係止部を外したときの底面視において視
認可能な位置に設けられる側部係合部とを備え、
　前記フロントフレームの平面視において、前記中央延設部から見た前記中央延設部に相
対する前記内側縁部の方向と、前記側部延設部から見た前記固定部側延設部の方向とが互
いに交差し、
　前記リムは、前記度付きレンズの全周を囲むと共に、装用者が装用した場合に、智側の
端部が、前記固定部の智側に位置する智側端部より装用者から離れた位置に配置されるこ
とを特徴とする眼鏡。
【請求項２】
　前記中央係止部、前記横係止部および前記側部係止部は、連続した溝状に形成される一
方、前記中央係合部、前記横係合部および前記側部係合部は、前記中央係止部、前記横係
止部および前記側部係止部に嵌挿される連続した突条状に突設され、
　前記側部係止部は、前記側部延設部の下端部に開口される開口端を備えていることを特
徴とする請求項１記載の眼鏡。
【請求項３】
　前記固定部は、前記横係合部の前記ブリッジ側端部および前記智側端部に左右方向を向
いてそれぞれ形成される突縁部を備え、
　前記フロントフレームは、前記横係止部にそれぞれ連設され前記突縁部と係合する凹部
を備えていることを特徴とする請求項２記載の眼鏡。
【請求項４】
　前記リムは、前記中央延設部の先端に相対する内側縁部に外周面の一部を凹ませて形成
された凹陥部を備えていることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の眼鏡。
【請求項５】
　前記リムの上縁と前記固定部とを連結する庇部と、
　その庇部と前記リムの側縁とを連結する覆い部とを備えていることを特徴とする請求項
１から４のいずれかに記載の眼鏡。
【請求項６】
　前記フロントフレーム及び前記テンプルは、平面視において一連の円弧状に形成されて
いることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の眼鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は眼鏡に関し、特にフロントフレームに対してレンズを着脱可能にできると共に
、視野の広さの確保とフロントフレームのデザイン性の確保とを両立できる眼鏡に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、装用者の顔面に沿うようにフロントフレームを湾曲させた眼鏡フレームが知
られている（特許文献１）。特許文献１に開示される眼鏡フレームは、フロントフレーム
の下縁に形成されたレンズ取付溝にレンズの上縁を嵌合させて、フロントフレームにレン
ズを着脱可能に取着するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２５０９００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら特許文献１に開示される技術では、平面視におけるフロントフレームの曲
率はレンズの曲率と略等しいので、眼鏡フレームのデザイン性を考慮してフロントフレー
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ムの曲率を大きくする場合には、レンズの曲率も大きくしなければならなかった。レンズ
の曲率が大きくなると、視力矯正用の度付きレンズの場合、レンズの端で像の歪みが大き
くなり視野が狭くなるという問題があった。一方、視野の広さを確保するためにレンズの
曲率を小さくする場合には、そのレンズを支持するフロントフレームの曲率も小さくしな
ければならないので、眼鏡フレームのデザイン性が低下するという問題があった。
【０００５】
　本発明は上述した問題点を解決するためになされたものであり、フロントフレームに対
してレンズを着脱可能にできると共に、視野の広さの確保とフロントフレームのデザイン
性の確保とを両立できる眼鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００６】
　この目的を達成するために、請求項１記載の眼鏡によれば、装用者の側頭部に装用され
る一対のテンプルに連なり平面視においてブリッジに向かう凸の円弧状に、弾性変形可能
なフロントフレームが形成される。そのフロントフレームの智とブリッジとの間の下縁に
横係止部が形成される。その横係止部と係脱可能に係合する横係合部が固定部の上縁に形
成され、横係合部と横係止部との係脱により、フロントフレームの下縁に沿って智とブリ
ッジとの間に固定部が着脱可能に固定される。その固定部のブリッジ側に位置するブリッ
ジ側端部から側方に向かって、レンズの縁部を保持するリムが延設されるので、フロント
フレームに対してレンズを着脱可能にできる効果がある。
【０００７】
　また、リムは、装用者が装用した場合に、智側の端部が、固定部の智側に位置する智側
端部より装用者から離れた位置に配置される。これにより、平面視におけるリムの曲率お
よびフロントフレームの曲がり具合をそれぞれ独立して設定できる。その結果、リムの曲
率、即ちレンズの曲率をフロントフレームに対して小さく設定することにより視野の広さ
を確保することができると共に、フロントフレームを装用者の顔面（曲面）に沿わせるこ
とができるので、フロントフレームのデザイン性を確保できる。よって、フロントフレー
ムに対してレンズを着脱可能にできると共に、視力矯正用の度付きレンズの視野の広さの
確保とフロントフレームのデザイン性の確保とを両立できる効果がある。
【０００８】
　フロントフレームが弾性変形することでフロントフレームに固定部が着脱されるので、
フロントフレームに対して固定部の着脱を容易にできると共に、ブリッジ及び智の間に保
持された固定部のフロントフレームに対する左右方向のガタつきを防止できる効果がある
。
【０００９】
　フロントフレームはブリッジから下方に向かって中央延設部が延設され、その中央延設
部に中央係止部が形成される。また、フロントフレームは智から下方に向かって側部延設
部が延設され、その側部延設部に側部係止部が形成される。一方、リムは中央延設部に相
対する内側縁部に中央係合部が形成され、その中央係合部は中央係止部と係脱可能に係合
される。固定部は、智側端部から下方に向かって固定部側延設部が延設され、その固定部
側延設部に側部係合部が形成され、その側部係合部は側部係止部と係脱可能に係合する。
【００１０】
　フロントフレームの中央延設部に形成された中央係止部に、リムの内側縁部に形成され
た中央係合部が係合し、フロントフレームの側部延設部に形成された側部係止部に、固定
部の固定部側延設部に形成された側部係合部が係合することにより、フロントフレームに
取着された固定部およびリムが、フロントフレームの前後方向に対して横係合部を中心に
して揺動することが防止される。さらに、フロントフレームの平面視において、中央延設
部から見た中央延設部に相対する内側縁部の方向と、側部延設部から見た固定部側延設部
の方向とが互いに交差するので、固定部およびリムのフロントフレームに対するガタつき
を防止できる効果がある。
【００１１】
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　請求項２記載の眼鏡によれば、請求項１の眼鏡において、中央係止部、横係止部および
側部係止部は連続した溝状に形成されるので、フロントフレームの断面積を小さくするこ
とができ、比較的小さな力でフロントフレームを弾性変形させることができる。一方、中
央係合部、横係合部および側部係合部は、中央係止部、横係止部および側部係止部に嵌挿
される突条状に突設されているので、固定部の剛性が低下することを抑制できる。これに
より、フロントフレームを比較的小さな力で弾性変形させながら、中央係止部、横係止部
および側部係止部と中央係合部、横係合部および側部係合部との係合または係合解除を行
うことができる。また、フロントフレームの横係止部に横係合部を挿入させながら、側部
延設部に形成された側部係止部の下端（開口端）に横係止部を挿入できるので、請求項１
の効果に加え、フロントフレームに対する固定部の着脱を容易にできる効果がある。
【００１２】
　請求項３記載の眼鏡によれば、請求項２記載の眼鏡において、固定部は、横係合部のブ
リッジ側端部および智側端部に左右方向を向いてそれぞれ突縁部が形成され、フロントフ
レームは、突縁部と係合する凹部がそれぞれ横係止部に連設される。凹部と突縁部とが係
合することにより、請求項２の効果に加え、固定部のフロントフレームに対する上下方向
のガタつきを防止できる効果がある。
　請求項４記載の眼鏡によれば、リムは、凹陥部が、中央延設部の先端に相対する内側縁
部に外周面の一部を凹ませて形成される。よって、請求項１から３のいずれかの効果に加
え、中央延設部の先端を凹陥部に当接させ、中央延設部の先端を支点としてフロントフレ
ームを弾性変形させることができる。
【００１３】
　請求項５記載の眼鏡によれば、請求項１から４のいずれかに記載の眼鏡において、リム
の上縁と固定部とが庇部によって連結され、その庇部とリムの側縁とが覆い部によって連
結される。庇部および覆い部を設けることによって、装用者が装用した場合にリムの智側
の端部と装用者の顔面とにできる隙間を小さくすることができる。これにより、請求項１
から４のいずれかの効果に加え、空気中に飛散する花粉等がリムの内側に侵入することを
抑制できると共に、リムの内側の保湿性を確保できる効果がある。
【００１４】
　請求項６記載の眼鏡によれば、フロントフレーム及びテンプルは、平面視において一連
の円弧状に形成されているので、請求項１から５のいずれかの効果に加え、フロントフレ
ーム及びテンプルを一体化させてデザイン性を向上できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）は第１実施の形態における眼鏡の斜視図であり、（ｂ）は眼鏡の側面図で
ある。
【図２】（ａ）は眼鏡の平面図であり、（ｂ）は眼鏡の正面図である。
【図３】（ａ）は眼鏡の底面図であり、（ｂ）は眼鏡の背面図である。
【図４】フロントフレーム及びテンプルの底面図である。
【図５】（ａ）はフロントフレーム及びテンプルの側面図であり、（ｂ）はフロントフレ
ームの正面図であり、（ｃ）は図５（ａ）の要部拡大図であり、（ｄ）は図５（ｂ）の要
部拡大図である。
【図６】（ａ）は固定部およびリムの平面図であり、（ｂ）は固定部およびリムの正面図
であり、（ｃ）は固定部およびリムの底面図であり、（ｄ）は固定部およびリムの背面図
である。
【図７】（ａ）は固定部およびリムのブリッジ側端部の斜視図であり、（ｂ）は固定部お
よびリムの智側端部の斜視図であり、（ｃ）は固定部およびリムをフロントフレームに取
着する様子を示す斜視図である。
【図８】（ａ）は第２実施の形態における眼鏡の平面図であり、（ｂ）は眼鏡の正面図で
ある。
【図９】（ａ）は第３実施の形態における眼鏡の斜視図であり、（ｂ）はリム及び固定部
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の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図
１から図３を参照して、本発明の第１実施の形態における眼鏡１の概略構成を説明する。
図１（ａ）は第１実施の形態における眼鏡１の斜視図であり、図１（ｂ）は眼鏡１の側面
図である。
【００１７】
　図１（ａ）に示すように眼鏡１は、装用者の顔面に装用されるフロントフレーム１０と
、そのフロントフレーム１０に着脱可能に装着されるリム２２と、フロントフレーム１０
の両側に連なるテンプル３０とを備えて構成されている。フロントフレーム１０は、中央
に位置するブリッジ１１と、そのブリッジ１１の両側に連設される受部１２と、その受部
１２の端部（フロントフレーム１０の端部）に位置する智１３とを備えている。
【００１８】
　リム２２は、レンズＬの縁部を保持するための部位であり、正面視して略楕円状に形成
されている。リム２２は、フロントフレーム１０に対して智１３側の端部が装用者から離
れた位置にあり、フロントフレーム１０とリム２２との間に位置する庇部２５及び覆い部
２６がリム２２に連設されている。テンプル３０は、装用者の側頭部に装用される部位で
あり、本実施の形態では、蝶番３１によりフロントフレーム１０に対し開閉可能に支持さ
れ、装用者の耳に掛けるための角度が付けられていないストレートテンプルとして構成さ
れている（図１（ｂ）参照）。
【００１９】
　なお、本実施の形態では、フロントフレーム１０は合成樹脂製で一体に形成されており
、弾性変形可能に構成されている。また、リム２２及びテンプル３０も合成樹脂製である
が、これに限られるものではなく、フロントフレーム１０、リム２２及びテンプル３０を
、合成樹脂に炭素繊維やガラス繊維等の繊維が混合された複合材料製、アルミニウムやマ
グネシウム等の金属製、木製や竹製とすることは当然可能である。後述する固定部２０も
同様に、合成樹脂製や金属製等とすることが可能である。
【００２０】
　図２（ａ）は眼鏡１の平面図である。図２（ａ）に示すように、フロントフレーム１０
は平面視して略円弧状に形成されており、装用者の顔面（曲面）に合うような複合した曲
率を有している。また、フロントフレーム１０及びテンプル３０は、平面視において一連
の円弧状に形成されているので、フロントフレーム１０及びテンプル３０を一体化させて
デザイン性を向上できる。さらにテンプル３０はストレートテンプルであるので、装用者
の側頭部のホールド性を高くすることができ、眼鏡１をスポーツタイプのフレームにでき
る。
【００２１】
　なお、フロントフレーム１０は、背面に取着部３２がネジ等によって固着されており、
取着部３２にクリングス３３及びノーズパッド３４が延設されている。これにより装用者
の鼻をノーズパッド３４で両脇から挟むようにできるので、眼鏡１を装用者の顔面に安定
に固定できる。
【００２２】
　図２（ｂ）は眼鏡１の正面図である。図２（ｂ）に示すように、受部１２は、ブリッジ
１１の左右方向（図２（ｂ）左右方向）両側に連設され正面視して上に凸の略円弧状に形
成されている。またフロントフレーム１０は、ブリッジ１１から斜め下向きに延設される
中央延設部１４と、智１３から斜め下向きに延設される側部延設部１５とを備えている。
中央延設部１４及び側部延設部１５は受部１２と共にリム２２を保持するための部位であ
り、下方に向かうにつれ、中央延設部１４及び側部延設部１５の間隔が漸次狭くなるよう
に形成されている。
【００２３】
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　図３（ａ）は眼鏡１の底面図であり、図３（ｂ）は眼鏡１の背面図である。図３（ａ）
に示すように、受部１２は、リム２２に連設された庇部２５の背面側に位置している。ま
た、図３（ｂ）に示すように、中央延設部１４はリム２２の背面側に位置している。
【００２４】
　次に図４及び図５を参照して、フロントフレーム１０の詳細構造について説明する。図
４はフロントフレーム１０及びテンプル３０の底面図である。図４に示すように、フロン
トフレーム１０の受部１２の下縁には、長手方向に沿って横係止部１２ａが溝状に形成さ
れている。横係止部１２ａはフロントフレーム１０にリム２２（図３参照）を支持するた
めの部位である。また、側部延設部１５には、断面コ字状の側部係止部１５ａが溝状に形
成されており、側部係止部１５ａは側部延設部１５の下端部に開口している。
【００２５】
　以上のようにフロントフレーム１０の受部１２の下縁に溝状の横係止部１２ａが形成さ
れているので、受部１２の断面積を低下させることができ、受部１２の剛性を小さくでき
る。その結果、比較的小さな力でフロントフレーム１０（受部１２）を弾性変形させるこ
とができる。
【００２６】
　図５（ａ）はフロントフレーム１０及びテンプル３０の側面図であり、図５（ｂ）はフ
ロントフレーム１０の正面図である。また、図５（ｃ）は図５（ａ）の要部拡大図であり
、図５（ｄ）は図５（ｂ）の要部拡大図である。図５（ａ）に示すように、中央延設部１
４には中央係止部１４ａが溝状に形成されており、中央係止部１４ａは受部１２の下縁に
形成された横係止部１２ａに連設されている。また、図５（ｃ）に示すように、ブリッジ
１１は横係止部１２ａに連設された凹部１２ｂを備え、凹部１２ｂは横係止部１２ａの深
さ方向に窪んだ凹状に形成されている。
【００２７】
　図５（ｂ）に示すように、側部延設部１５に形成された側部係止部１５ａは、受部１２
の下縁に形成された横係止部１２ａに連設されている。また、図５（ｄ）に示すように、
智１３は横係止部１２ａに連設された凹部１２ｃを備え、凹部１２ｃは横係止部１２ａの
深さ方向に窪んだ凹状に形成されている。
【００２８】
　次に図６及び図７を参照して、固定部２０及びリム２２の詳細構造について説明する。
図６（ａ）は固定部２０及びリム２２の平面図であり、図６（ｂ）は固定部２０及びリム
２２の正面図であり、図６（ｃ）は固定部２０及びリム２２の底面図であり、図６（ｄ）
は固定部２０及びリム２２の背面図である。また、図７（ａ）は固定部２０及びリム２２
のブリッジ１１側の端部の斜視図であり、図７（ｂ）は固定部２０及びリム２２の智１３
側の端部の斜視図である。なお、左右のリム２２は左右対称状に形成されているので、図
６では右目用のリム２２を図示し、左目用のリムの図示を省略する。
【００２９】
　図６（ｂ）に示すように、リム２２は、レンズＬ周りを囲むフルリムタイプとして構成
されており、楕円状（オーバル型）に連設された上縁２２ａ、外側縁部２２ｂ、内側縁部
２２ｃ及び下縁２２ｄを備えている。リム２２はフロントフレーム１０（図４参照）に対
し着脱可能に構成されており、フロントフレーム１０にリム２２が装着されたときにブリ
ッジ１１側に位置するブリッジ１１側（図６（ａ）右側）の上縁２２ａの端部に、固定部
２０が連設されている。
【００３０】
　固定部２０は、フロントフレーム１０の受部１２（図４参照）の下縁に沿って着脱可能
に固定される部位であり、図６（ａ）に示すように、リム２２の上縁２２ａのブリッジ１
１側（図６（ａ）右側）に一端が一体形成されると共に、側方（図６（ａ）左側）斜め後
ろに向かって延設され、平面視して上縁２２ａの一端（ブリッジ１１側の端部）から側方
に向かうにつれ、リム２２（上縁２２ａ）との距離が次第に大きくなるように形成されて
いる。
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【００３１】
　以上のように固定部２０が形成されているので、フロントフレーム１０に固定部２０を
取着した眼鏡１を装用者が装用した場合、リム２２の智１３側（図６（ａ）左側）の端部
は、固定部２０の智１３側の端部より装用者から離れた位置に配置される。これにより、
平面視におけるリム２２の曲率およびフロントフレーム１０の曲がり具合をそれぞれ独立
して設定できる。その結果、曲率の小さいレンズＬを採用できるので、視野の広さを確保
できる。また、リム２２の曲率とは関係なくフロントフレーム１０の曲がり具合を設定で
きるので、フロントフレーム１０のデザイン性を確保できる。よって、視野の広さの確保
とフロントフレーム１０のデザイン性の確保とを両立できる。
【００３２】
　図６（ａ）に示すように、固定部２０は、フロントフレーム１０（図１（ａ）参照）の
形状に合わせて平面視して湾曲状に形成されており、その曲率は、フロントフレーム１０
の受部１２の曲率に対応させて設定されている。固定部２０及びリム２２の上縁２２ａに
は庇部２５が連設されている。固定部２０は、突条状に形成された横係合部２１が上縁に
突設されている。横係合部２１は、横係止部１２ａに係脱可能に係合される部位である。
また、横係合部２１のブリッジ１１側および智１３側の各端部に、横係合部２１の長手方
向に沿ってブリッジ１１側または智１３側を向く突縁部２１ａ，２１ｂが突設されている
。突縁部２１ａ，２１ｂは、ブリッジ１１及び智１３にそれぞれ形成された凹部１２ｂ，
１２ｃ（図５（ｃ）及び図５（ｄ）参照）に係脱可能に係合される部位である。
【００３３】
　図７（ａ）に示すように、リム２２の内側縁部２２ｃは、外周面の一部が凹んで落ち込
んだ凹陥部２２ｅが外周面上部に形成されている。凹陥部２２ｅは、フロントフレーム１
０の中央延設部１４と相対する部位である。凹陥部２２ｅには、中央延設部１４に形成さ
れた中央係止部１４ａ（図５（ｃ）参照）に係脱可能に係合される中央係合部２３が形成
されている。中央係合部２３は、突条状に形成され横係合部２１に突設された突縁部２１
ａの基部に連設されており、突縁部２１ａより低い高さに設定されている。
【００３４】
　図７（ｂ）に示すように、覆い部２６の外側縁部２６ａには、側部延設部１５に形成さ
れた側部係止部１５ａ（図５（ｄ）参照）に係脱可能に係合される側部係合部２４が形成
されている。側部係合部２４は、突条状に形成され横係合部２１に突設された突縁部２１
ｂの基部に連設されており、突縁部２１ｂより低い高さに設定されている。
【００３５】
　以上のように構成される眼鏡１の使用方法について、図７（ｃ）を参照しながら説明す
る。図７（ｃ）は固定部２０及びリム２２をフロントフレーム１０に取着する様子を示す
斜視図である。図７（ｃ）に示すように、フロントフレーム１０に固定部２０及びリム２
２を取着する場合には、まず、フロントフレーム１０の横係止部１２ａに横係合部２１を
差し込みつつ、リム２２の凹陥部２２ｅにフロントフレーム１０の中央延設部１４の先端
を当接させると共に、中央延設部１４に形成された中央係止部１４ａに中央係合部２３を
挿入する。これにより固定部２０及びリム２２のブリッジ１１側への移動が規制される。
【００３６】
　次いで、リム２２の凹陥部２２ｅに当接させた中央延設部１４の先端を支点としてフロ
ントフレーム１０を弾性変形させつつ、フロントフレーム１０の横係止部１２ａに固定部
２０の横係合部２１を挿入させながら、側部延設部１５に形成された側部係止部１５ａの
下端（開口端）に横係合部２１を挿入する。このときには、リム２２が中央延設部１４の
先端を支点として回動し、横係合部２１に突設された突縁部２１ａが、ブリッジ１１に形
成された凹部１２ｂに係合する。これにより固定部２０及びリム２２のブリッジ１１に対
する相対移動が規制される。
【００３７】
　次に、凹陥部２２ｅに中央延設部１４を押し付けたまま、側部係止部１５ａに横係合部
２１を案内させて、側部延設部１５に対して横係合部２１を突縁部２１ｂに向かってスラ
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イドさせる。これにより、中央延設部１４及び側部延設部１５が凹陥部２２ｅ及び横係合
部２１によって押し広げられるので、フロントフレーム１０をさらに弾性変形させること
ができる。
【００３８】
　ここで、フロントフレーム１０の受部１２に横係止部１２ａが溝状に形成されているの
で、フロントフレーム１０の剛性を低下させることができ、指先等による比較的小さな力
でフロントフレーム１０を弾性変形させることができる。一方、リム２２に延設された固
定部２０に横係合部２１が突条状に形成されているので、固定部２０の剛性を高めて固定
部２０を弾性変形し難くできる。これらの結果、フロントフレーム１０が弾性変形し易く
なるので、フロントフレーム１０への固定部２０及びリム２２の取着を容易にできる。ま
た、フロントフレーム１０の長さは固定部２０の長さに比べて大きいので、弾性変形され
るフロントフレーム１０の支点間の長さを確保することができ、指先等による比較的小さ
な力でフロントフレーム１０を弾性変形させることができる。
【００３９】
　次いで、凹陥部２２ｅを中央延設部１４に押し付けたまま側部係止部１５ａに横係合部
２１を案内させて、側部係止部１５ａに突縁部２１ｂを挿入する。さらに、側部係止部１
５ａに沿って突縁部２１ｂを摺動させ、智１３に形成された凹部１２ｃに突縁部２１ｂを
係合させる。その結果、弾性変形したフロントフレーム１０が復元され、固定部２０及び
リム２２が、受部１２、中央延設部１４及び側部延設部１５によって支持される。なお、
フロントフレーム１０から固定部２０及びリム２２を取り外す手順は、上述した固定部２
０及びリム２２をフロントフレーム１０に取着する手順を逆にすれば良いので、説明を省
略する。
【００４０】
　以上説明したように眼鏡１によれば、フロントフレーム１０に固定部２０を着脱する場
合に、フロントフレーム１０のブリッジ１１に固定部２０を干渉させた状態でフロントフ
レーム１０を弾性変形させて、横係止部１２ａ及び横係合部２１が係合または係合解除さ
れると共に、フロントフレーム１０の智１３と固定部２０とが干渉または干渉解除される
。フロントフレーム１０が弾性変形することでフロントフレーム１０に固定部２０及びリ
ム２２が着脱されるので、フロントフレーム１０に対して固定部２０及びリム２２の着脱
を容易にできる。さらに、フロントフレーム１０が復元した状態では、ブリッジ１１及び
智１３の間（受部１２）に保持された固定部２０及びリム２２のフロントフレーム１０に
対する左右方向のガタつきを防止できる。
【００４１】
　フロントフレーム１０に溝状の横係止部１２ａが形成されているが、固定部２０に形成
された突条状の横係合部２１が横係止部１２ａに係合することによって、横係止部１２ａ
によるフロントフレーム１０の断面欠損が埋められるので、フロントフレーム１０の剛性
を確保できる。これにより眼鏡１の機械的強度を確保できる。また、フロントフレーム１
０に形成された横係止部１２ａと固定部２０に形成された横係合部２１との係合によって
、フロントフレーム１０に対する前後方向の固定部２０の移動を規制できる。
【００４２】
　また、フロントフレーム１０の中央延設部１４に形成された中央係止部１４ａに、リム
２２の内側縁部２２ｃに形成された中央係合部２３が係合し、フロントフレーム１０の側
部延設部１５に形成された側部係止部１５ａに、覆い部２６の外側縁部２６ａに形成され
た側部係合部２４に係合する。これにより、フロントフレーム１０に取着された固定部２
０及びリム２２が、フロントフレーム１０の前後方向に対して横係合部２１を中心に揺動
することが防止される。その結果、固定部２０及びリム２２のフロントフレーム１０に対
する前後方向のガタつきを防止できる。
【００４３】
　また、固定部２０は横係合部２１の左右方向両端にそれぞれ突縁部２１ａ，２１ｂが形
成され、フロントフレーム１０は、横係止部１２ａに突縁部２１ａ，２１ｂと係合する凹



(9) JP 5705154 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

部１２ｂ，１２ｃがそれぞれ連設されている。これにより、凹部１２ｂ，１２ｃと突縁部
２１ａ，２１ｂとが係合することにより、固定部２０のフロントフレーム１０に対する上
下方向のガタつきを防止できる。さらに、固定部２０及びリム２２がフロントフレーム１
０から脱落することを防止できる。
【００４４】
　また、リム２２の上縁２２ａと固定部２０とが庇部２５によって連結され、その庇部２
５とリム２２の外側縁部２２ｂとが覆い部２６によって連結されている。眼鏡１を装用者
が装用した場合に、リム２２の智１３側の端部は、固定部２０の智１３側に位置する智１
３側の端部より装用者から離れた位置に配置されるので、庇部２５及び覆い部２６がない
場合には、リム２２の智１３側の端部と装用者の顔面とに隙間ができるが、庇部２５及び
覆い部２６を顔面とリム２２との間に設けることによって、その隙間を小さくすることが
できる。これにより、空気中に飛散する花粉等をリム２２の内側に侵入させ難くできると
共に、リム２２の内側の保湿性を確保できる。その結果、装用者の快適性を向上できる。
【００４５】
　次に図８を参照して第２実施の形態について説明する。第１実施の形態では、リム２２
が楕円状（オーバル型）の場合について説明した。これに対し第２実施の形態では、リム
４２が角状（スクエア型）の場合について説明する。なお、第２実施の形態は、リム４２
が異なる以外は第１実施の形態と同一であるので、第１実施の形態と同一の部分について
は、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図８（ａ）は第２実施の形態における眼
鏡４１の平面図であり、図８（ｂ）は眼鏡４１の正面図である。
【００４６】
　図８（ｂ）に示すように、眼鏡４１は、固定部（図示せず）によって受部１２の下縁に
リム４２が支持されている。眼鏡４１によれば、図８（ａ）に示すように、平面視におい
て固定部（受部１２の位置と同じ）の位置とリム４２の位置とを異ならせているので、リ
ム４２の形状を比較的自由に設定することができる。これにより、装用者は好みや服装等
に応じて、異なる形状のリム４２を受部１２に支持させることができる。眼鏡４１は種々
の形状のリム４２に交換できるので、眼鏡４１の外観を変更する自在性を向上できる。
【００４７】
　次に図９を参照して第３実施の形態について説明する。第１実施の形態、第２実施の形
態では、リム２２，４２と受部１２との間に庇部２５が配設される場合について説明した
。これに対し第３実施の形態では、庇部２５を有しておらず、リム５２と受部１２との間
に空間が形成される場合について説明する。なお、第１実施の形態と同一の部分について
は、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図９（ａ）は第３実施の形態における眼
鏡５１の斜視図であり、図９（ｂ）はリム５２及び固定部５３の斜視図である。なお、図
９（ｂ）は左目用のリム５２を図示している。
【００４８】
　図９（ａ）に示すように眼鏡５１は、フロントフレーム１０と、そのフロントフレーム
１０に着脱可能に装着されるリム５２と、フロントフレーム１０の両側に連なるテンプル
３０とを備えて構成されている。リム５２は、固定部５３（図９（ｂ）参照）及び固定部
側延設部５４が延設され、それらがフロントフレーム１０の受部１２及び側部延設部１５
に着脱可能に固定されている。
【００４９】
　図９（ｂ）に示すように、固定部５３は、リム５２のブリッジ１１側（図９（ａ）参照
）に一端が一体形成されると共に、側方（図９（ｂ）右側）斜め後ろ側に向かって延設さ
れ、平面視して一端（ブリッジ１１側の端部）から側方に向かうにつれ、リム５２との距
離が次第に大きくなるように、リム５２と二股に分かれて形成されている。固定部５３は
、固定部５３の側方側の端部から斜め下方に向かって固定部５３に対し鋭角状に突出する
固定部側延設部５４が延設されている。固定部側延設部５４は、フロントフレーム１０の
側部延設部１５に形成された側部係止部１５ａ（図５（ｂ）参照）と係脱可能に係合する
突条状の側部係合部２４が突設されている。側部係合部２４は、固定部５３の上縁に突条
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状に形成された横係合部２１に連設され、その横係合部２１の端部には、突縁部２１ｂが
突設されている。
【００５０】
　以上のように構成される固定部５３及びリム５２をフロントフレーム１０に着脱する場
合の眼鏡５１の使用方法は、第１実施の形態における眼鏡１の使用方法と同様なので、説
明を省略する。第３実施の形態における眼鏡５１は、第１実施の形態で説明した眼鏡１と
異なり、庇部２５及び覆い部２６を有しておらず、固定部５３はリム５２と二股に分かれ
て形成されている。これにより眼鏡５１の外観をすっきりとした印象にできると共に、庇
部２５及び覆い部２６の形成に要する材料を削減できる。また、庇部２５及び覆い部２６
を省略した分だけ眼鏡５１を軽量化できる。
【００５１】
　以上、実施の形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であること
は容易に推察できるものである。例えば、上記実施の形態で挙げた形状（例えばブリッジ
１１や受部１２の形状）は一例であり、他の形状を採用することは当然可能である。
【００５２】
　上記各実施の形態でリム２２，４２，５２が保持するレンズＬは、種々のものを採用す
ることが可能である。採用するレンズＬの種類に応じて、視力矯正用の眼鏡、サングラス
、花粉等を防止する保護眼鏡等とすることが可能である。
【００５３】
　上記各実施の形態では、レンズＬの全周をリム２２，４２，５２が囲むフルリムタイプ
の眼鏡１，４１，５１について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、レン
ズＬの周りを部分的に囲むセミリムタイプ（ブロウバーやアンダーリム等）の眼鏡に適用
することは当然可能である。セミリムタイプであっても、リムの所定箇所から固定部２０
，５３を延設させ、その固定部２０，５３をフロントフレーム１０に対して着脱可能に形
成することにより、同様の効果を実現できる。
【００５４】
　上記各実施の形態では、フロントフレーム１０の背面にクリングス３３及びノーズパッ
ド３４が配置される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、ク
リングス３３及びノーズパッド３４を省略することは当然可能である。この場合はブリッ
ジ１１の下縁を装用者の鼻に接触させるようにして、フロントフレーム１０を顔面に保持
させることが可能である。
【００５５】
　上記各実施の形態では、テンプル３０がストレートテンプルとして形成される場合につ
いて説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、耳に掛けるような角度をテンプ
ル３０に設けることは当然可能である。また、テンプル３０の先端にモダンを設けること
も当然可能である。
【００５６】
　また、フロントフレーム１０に対して蝶番３１（ヒンジ）でテンプル３０が可動可能に
形成される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、ヒンジレス
タイプとすることは当然可能である。
【００５７】
　上記各実施の形態では、フロントフレーム１０に溝状の横係止部１２ａが形成され、固
定部２０，５３に突条状の横係合部２１が形成される場合について説明したが、必ずしも
これに限られるものではなく、フロントフレーム１０に突条状の横係止部１２ａを形成し
、固定部２０，５３に溝状の横係合部２１を形成することは当然可能である。この場合も
横係止部１２ａと横係合部２１とを係合できるからである。
【００５８】
　また、上記各実施の形態では、横係止部１２ａが連続する溝状に形成され、横係合部２
１が連続する突条状に形成される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるもの
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ではなく、横係止部１２ａ及び横係合部２１を断続的に設けられた溝や突条等とすること
は当然可能である。この場合も横係止部１２ａ及び横係合部２１の位置を合致させること
ができれば、横係止部１２ａと横係合部２１とを係合できるからである。
【００５９】
　上記各実施の形態ではフロントフレーム１０が弾性変形可能に形成される場合について
説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、固定部２０，５３を弾性変形可能に
構成することは当然可能である。レンズＬを保持するリム２２，４２，５２に固定部２０
，５３の一端が固着されているが、他端側がリム２２，４２，５２と離れた位置にあるの
で、リム２２，４２，５２（レンズＬ）を変形させることなく固定部２０，５３を変形さ
せることができるからである。
【００６０】
　上記各実施の形態では、横係合部２１の両端に突縁部２１ａ，２１ｂが突設されると共
に、ブリッジ１１及び智１３に凹部１２ｂ，１２ｃが形成され、突縁部２１ａ，２１ｂと
凹部１２ｂ，１２ｃとが係合可能とされる場合について説明したが、突縁部２１ａ，２１
ｂ及び凹部１２ｂ，１２ｃは必須ではない。中央延設部１４及び側部延設部１５が、ブリ
ッジ１１及び智１３に間隔が次第に狭くなるように下斜め方向を向いて突設されているの
で、受部１２、中央延設部１４及び側部延設部１５によって、固定部２０，５３及びリム
２２，４２，５２を挟むような状態で保持できるからである。
【００６１】
　また、上記各実施の形態では、中央延設部１４及び側部延設部１５がブリッジ１１及び
智１３に突設される場合について説明したが、中央延設部１４及び側部延設部１５は必須
ではない。突縁部２１ａ，２１ｂ及び凹部１２ｂ，１２ｃが形成されていれば、突縁部２
１ａ，２１ｂ及び凹部１２ｂ，１２ｃを係合させることによって、固定部２０，５３及び
リム２２，４２，５２をフロントフレーム１０に装着できるからである。
＜その他＞
＜手段＞
　技術的思想１の眼鏡フレームは、装用者の側頭部に装用される一対のテンプルと、その
テンプルに連なりブリッジに向かって突出するフロントフレームと、そのフロントフレー
ムの智と前記ブリッジとの間の下縁に形成される横係止部と、その横係止部と係脱可能に
係合する横係合部と、その横係合部が上縁に形成され、その横係合部と前記横係止部との
係脱により前記フロントフレームの下縁に沿って前記智と前記ブリッジとの間に着脱可能
に固定される固定部と、その固定部のブリッジ側に位置するブリッジ側端部から側方に向
かって延設されると共にレンズの縁部を保持するリムとを備え、そのリムは、装用者が装
用した場合に、智側の端部が、前記固定部の智側に位置する智側端部より装用者から離れ
た位置に配置される。
　技術的思想２の眼鏡フレームは、技術的思想１において、前記フロントフレーム又は前
記固定部の少なくとも一方は弾性変形可能に構成され、前記フロントフレームに前記固定
部を着脱する場合に、前記リム又は前記固定部の一端が前記ブリッジに干渉した状態で、
前記フロントフレーム又は前記固定部の少なくとも一方が弾性変形され、前記横係止部お
よび前記横係合部が係合または係合解除されると共に、前記固定部の他端および前記智が
干渉または干渉解除される。
　技術的思想３の眼鏡フレームは、技術的思想１又は２において、前記フロントフレーム
は、前記ブリッジから下方に向かって延設される中央延設部と、その中央延設部に形成さ
れる中央係止部と、前記智から下方に向かって延設される側部延設部と、その側部延設部
に形成される側部係止部とを備え、前記リムは、前記中央延設部に相対する内側縁部に形
成され前記中央係止部と係脱可能に係合する中央係合部を備え、前記固定部は、前記智側
端部から下方に向かって延設される固定部側延設部と、その固定部側延設部に形成され前
記側部係止部と係脱可能に係合する側部係合部とを備えている。
　技術的思想４の眼鏡フレームは、技術的思想１から３のいずれかにおいて、前記フロン
トフレームは弾性変形可能に形成されると共に、前記横係止部は溝状に形成される一方、
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前記横係合部は、前記横係止部に嵌挿される突条状に前記固定部に突設されている。
　技術的思想５の眼鏡フレームは、技術的思想４において、前記固定部は、前記横係合部
の前記ブリッジ側端部および前記智側端部に左右方向を向いてそれぞれ形成される突縁部
を備え、前記フロントフレームは、前記横係止部にそれぞれ連設され前記突縁部と係合す
る凹部を備えている。
　技術的思想６の眼鏡フレームは、技術的思想１から５のいずれかにおいて、前記リムの
上縁と前記固定部とを連結する庇部と、その庇部と前記リムの側縁とを連結する覆い部と
を備えている。
　技術的思想７の眼鏡フレームは、技術的思想１から６のいずれかにおいて、前記フロン
トフレーム及び前記テンプルは、平面視において一連の円弧状に形成されている。
＜効果＞
　技術的思想１の眼鏡フレームによれば、装用者の側頭部に装用される一対のテンプルに
連なりブリッジに向かってフロントフレームが突出される。そのフロントフレームの智と
ブリッジとの間の下縁に横係止部が形成される。その横係止部と係脱可能に係合する横係
合部が固定部の上縁に形成され、横係合部と横係止部との係脱により、フロントフレーム
の下縁に沿って智とブリッジとの間に固定部が着脱可能に固定される。その固定部のブリ
ッジ側に位置するブリッジ側端部から側方に向かって、レンズの縁部を保持するリムが延
設されるので、フロントフレームに対してレンズを着脱可能にできる効果がある。
　また、リムは、装用者が装用した場合に、智側の端部が、固定部の智側に位置する智側
端部より装用者から離れた位置に配置される。これにより、平面視におけるリムの曲率お
よびフロントフレームの曲がり具合をそれぞれ独立して設定できる。その結果、リムの曲
率、即ちレンズの曲率をフロントフレームに対して小さく設定することにより視野の広さ
を確保することができると共に、フロントフレームを装用者の顔面（曲面）に沿わせるこ
とができるので、フロントフレームのデザイン性を確保できる。よって、フロントフレー
ムに対してレンズを着脱可能にできると共に、視野の広さの確保とフロントフレームのデ
ザイン性の確保とを両立できる効果がある。
　技術的思想２の眼鏡フレームによれば、技術的思想１の眼鏡フレームにおいて、フロン
トフレーム又は固定部の少なくとも一方は弾性変形可能に構成される。フロントフレーム
に固定部を着脱する場合に、リム又は固定部の一端がブリッジに干渉した状態でフロント
フレーム又は固定部の少なくとも一方が弾性変形され、横係止部および横係合部が係合ま
たは係合解除されると共に、固定部の他端および智が干渉または干渉解除される。フロン
トフレーム又は固定部の少なくとも一方が弾性変形することでフロントフレームに固定部
が着脱されるので、技術的思想１の効果に加え、フロントフレームに対して固定部の着脱
を容易にできると共に、ブリッジ及び智の間に保持された固定部のフロントフレームに対
する左右方向のガタつきを防止できる効果がある。
　技術的思想３の眼鏡フレームによれば、技術的思想１又は２の眼鏡フレームにおいて、
フロントフレームはブリッジから下方に向かって中央延設部が延設され、その中央延設部
に中央係止部が形成される。また、フロントフレームは智から下方に向かって側部延設部
が延設され、その側部延設部に側部係止部が形成される。一方、リムは中央延設部に相対
する内側縁部に中央係合部が形成され、その中央係合部は中央係止部と係脱可能に係合さ
れる。固定部は、智側端部から下方に向かって固定部側延設部が延設され、その固定部側
延設部に側部係合部が形成され、その側部係合部は側部係止部と係脱可能に係合する。
　フロントフレームの中央延設部に形成された中央係止部に、リムの内側縁部に形成され
た中央係合部が係合し、フロントフレームの側部延設部に形成された側部係止部に、固定
部の固定部側延設部に形成された側部係合部が係合することにより、フロントフレームに
取着された固定部およびリムが、フロントフレームの前後方向に対して横係合部を中心に
して揺動することが防止される。これにより技術的思想１又は２の効果に加え、固定部お
よびリムのフロントフレームに対する前後方向のガタつきを防止できる効果がある。
　技術的思想４の眼鏡フレームによれば、技術的思想１から３のいずれかの眼鏡フレーム
において、フロントフレームは弾性変形可能に形成されると共に横係止部はフロントフレ



(13) JP 5705154 B2 2015.4.22

10

20

30

40

ームに溝状に形成されるので、フロントフレームの断面積を小さくすることができ、比較
的小さな力でフロントフレームを弾性変形させることができる。一方、横係合部は、横係
止部に嵌挿される突条状に固定部に突設されているので、固定部の剛性が低下することを
抑制できる。これにより、フロントフレームを比較的小さな力で弾性変形させながら横係
止部と横係合部との係合または係合解除を行うことができるので、技術的思想１から３の
いずれかの効果に加え、フロントフレームに対する固定部の着脱を容易にできる効果があ
る。
　技術的思想５の眼鏡フレームによれば、技術的思想４の眼鏡フレームにおいて、固定部
は、横係合部のブリッジ側端部および智側端部に左右方向を向いてそれぞれ突縁部が形成
され、フロントフレームは、突縁部と係合する凹部がそれぞれ横係止部に連設される。凹
部と突縁部とが係合することにより、技術的思想４の効果に加え、固定部のフロントフレ
ームに対する上下方向のガタつきを防止できる効果がある。
　技術的思想６の眼鏡フレームによれば、技術的思想１から５のいずれかの眼鏡フレーム
において、リムの上縁と固定部とが庇部によって連結され、その庇部とリムの側縁とが覆
い部によって連結される。庇部および覆い部を設けることによって、装用者が装用した場
合にリムの智側の端部と装用者の顔面とにできる隙間を小さくすることができる。これに
より、技術的思想１から５のいずれかの効果に加え、空気中に飛散する花粉等がリムの内
側に侵入することを抑制できると共に、リムの内側の保湿性を確保できる効果がある。
　技術的思想７の眼鏡フレームによれば、フロントフレーム及びテンプルは、平面視にお
いて一連の円弧状に形成されているので、技術的思想１から６のいずれかの効果に加え、
フロントフレーム及びテンプルを一体化させてデザイン性を向上できる効果がある。
【符号の説明】
【００６２】
　１，４１，５１　　眼鏡
　１０　　　　　　　フロントフレーム
　１１　　　　　　　ブリッジ
　１２ａ　　　　　　横係止部
　１２ｂ，１２ｃ　　凹部
　１３　　　　　　　智
　１４　　　　　　　中央延設部
　１４ａ　　　　　　中央係止部
　１５　　　　　　　側部延設部
　１５ａ　　　　　　側部係止部
　２０，５３　　　　固定部
　２１　　　　　　　横係合部
　２１ａ，２１ｂ　　突縁部
　２２，４２，５２　リム
　２２ｅ　　　　　　凹陥部
　２３　　　　　　　中央係合部
　２４　　　　　　　側部係合部
　２５　　　　　　　庇部
　２６　　　　　　　覆い部
　２６ａ　　　　　　外側縁部（固定部側延設部）
　３０　　　　　　　テンプル
　５４　　　　　　　固定部側延設部
　Ｌ　　　　　　　　レンズ
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