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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】鼻パッドを取り付けた眼鏡に対し、鼻の負担を
軽減させ安定して固定できるようにする。
【解決手段】レンズ部３又はフロントフレームの両脇の
ヨロイを介して、延長されているテンプル２の後にモダ
ン１を取り付け、このモダン１を耳殻７の外側の耳の付
け根の形状に沿わせるとともに、このモダン１で左右側
頭骨及び左右乳様突起を挟持し、モダン１の最終端に取
り付け耳朶５の表面に当接している保持体９と、耳朶５
の裏面から協働して耳朶５を挟持している挟持ストッパ
ー２８と、耳朶５の下端を包むように当接している湾曲
部３６が、耳朶５を安定して拘束する構成である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
鼻パッド（１７，１７）を取り付け、ブリッジ（１６）を介して、形成されているレンズ
部（３，３）又はフロントフレーム（４）と、このレンズ部（３，３）又はフロントフレ
ーム（４）の両脇のヨロイとを介して、延長されているテンプル（２，２）の後にモダン
（１，１）を取り付け、このモダン（１，１）を耳殻（７，７）の外側の付け根の形状に
沿わせるとともに、該モダン（１，１）によって左右側頭骨（３１，３１）及び左右乳様
突起（３２，３２）が挟持されていて、さらに、その先端部に耳朶拘束体（３８，３８）
が取り付けられ、その耳朶拘束体（３８，３８）は、耳朶（５，５）の裏側の付け根に沿
って、耳朶（５，５）の裏面に当接する挟持ストッパー（２８，２８）の終端が、耳朶（
５，５）の下端に接しながら前方に湾曲して、該耳朶（５，５）の表面側に当接するよう
に延設されていて、その終端に保持体（９，９）を取り付け、この保持体（９，９）が前
記耳朶（５，５）の表面に当接して、この保持体（９，９）と前記挟持ストッパー（２８
，２８）の前記耳朶（５，５）の裏面に当接した部分とが協働して、前記耳朶（５，５）
を表裏から挟持するように成されているとともに、前記耳朶（５，５）の下端に接しなが
ら、該耳朶（５，５）の表面側に延設している前記挟持ストッパー（２８，２８）の湾曲
部（３６，３６）が、前記耳朶（５，５）によって拘束されていることを特徴とする眼鏡
。
【請求項２】
請求項１記載の眼鏡であって、この眼鏡の前記レンズ部（３，３）又は前記フロントフレ
ーム（４）に一個又は二個のディスプレイ（１４）及び／又はカメラ（３７）が設けられ
ていることを特徴とする眼鏡。
【請求項３】
前記モダン（１，１）の上端に、頭の形状に沿って斜め上方に延設した固定具（６，６）
の下方端が取り付けられていることを特徴とする請求項１又は２記載の眼鏡。
【請求項４】
前記モダン（１，１）の終端に取り付けた前記保持体（９，９）と前記挟持ストッパー（
２８，２８）が、前記耳朶（５，５）を挟持するようにバネ（３０，３０）で付勢されて
いることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の眼鏡。
【請求項５】
前記モダン（１，１）の上端が、前記テンプル（２，２）の後に挿入した連結部材（２５
，２５）の後又は前記テンプル（２，２）の後に回動自在に軸支されていて、前記モダン
（１，１）が前記テンプル（２，２）に折り重なる方向に、折り畳めるように成されてい
ることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の眼鏡。
【請求項６】
前記テンプル（２，２）又は前記モダン（１，１）に、角膜頂点間距離が調整可能な調整
機構（８，８）が設けられていることを特徴とする請求項１～５の何れかに記載の眼鏡。
【請求項７】
前記モダン（１，１）に、耳珠当接体（２０，２０），補聴器（１１，１１），イヤホー
ン（１２，１２），装飾品（１３，１３）の少なくとも一つが取り付け可能となっている
ことを特徴とする請求項１～６の何れかに記載の眼鏡。
【請求項８】
前記耳殻（７，７）と、該耳殻（７，７）に装着した仮の眼鏡フレームとの形状を３Ｄス
キャナー又はデジタルカメラによって３Ｄデータリングし、その３Ｄデータによって得ら
れた前記耳殻（７，７）に、フィットした理想的な眼鏡フレーム形状の合成に基づいて、
其々の人の耳の形状に合致した眼鏡の製作を行うことを特徴とする請求項１～７の何れか
に記載の眼鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、鼻パッドを取り付けたレンズ部、フロントフレームの鼻に対する負担が軽減
され、安定して掛けられる眼鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の眼鏡は、レンズ部の重量が前方下向き傾斜の鼻パッドに押圧と掛かるように成さ
れていて、この鼻パッドとへ字状のモダンとが互いに引き合うようにして固定されている
。そのためレンズ部の重量が鼻の両側の柔らかい皮膚面を押圧し、この眼鏡を長期間掛け
た場合、鼻パッドが当接した部分は変色して跡が残る。そこで、出願人は鼻パッドが顔に
触れずに浮いた状態でかけることができる眼鏡を開発し、先に「眼鏡」特許第５３６８６
５７号，「眼鏡」特許第５４０６４１１号，「眼鏡」特許第５４５１９３５号を取得して
いる。これらの「眼鏡」は、眼鏡を保持するために耳朶の裏表面に当接させている保持体
と挟持ストッパーが協働して挟持することによって、眼鏡を安定して固定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５４５１９３５号
【特許文献２】特許第５４０６４１１号
【特許文献３】特許第５３６８６５７号
【０００４】
特許文献１は、出願人が先に特許査定となっている発明の名称「眼鏡」特許第５４５１９
３５号であり、未公開である。ブリッジ１６を介して、下向き傾斜の鼻パッドを省略して
形成されているレンズ部３，３又はフロントフレーム４と、このレンズ部３，３又はフロ
ントフレーム４の両脇のヨロイとを介して、延長されているテンプル２，２の後にモダン
１，１を取り付け、このモダン１，１を耳殻７，７の外側の付け根の形状に沿わせるとと
もに、左右側頭骨３１，３１及び左右乳様突起３２，３２が挟持されていて、その後、耳
朶５，５の裏側の付け根に沿って下方に延設して前方に湾曲され、この終端に保持体９，
９を取り付け、この保持体９，９が前記耳朶５，５に当接するように成されていて、前記
耳朶５，５の裏面の前記モダン１，１の位置に、前記保持体９，９と協働して前記耳朶５
，５を挟持する前記保持体９，９より大きく、耳朶５，５の裏面に当接する挟持ストッパ
ー２８，２８が設けられていることで、眼鏡を安定させて掛けるように成されている。
【０００５】
特許文献２は、出願人が先に取得している発明の名称「眼鏡」特許第第５４０６４１１号
であり、ブリッジ１６を介して、鼻パッドを省略して形成されているレンズ部３，３又は
フロントフレーム４と、このレンズ部３，３又はフロントフレーム４の両脇のヨロイとを
介して、延長されているテンプル２，２の後にモダン１，１を取り付け、このモダン１，
１を、耳殻７，７の外側の付け根の形状に沿わせるとともに、このモダン１，１で左右側
頭骨３１，３１及び左右乳様突起３２，３２が挟持されていて、その後、耳朶５，５の裏
側の付け根に沿って下方に延設して前方に湾曲され、このモダン１，１が顔の両側面を挟
持しつつ上方に延設されて、上端と接合されることにより、このモダン１，１がリング状
体と成され、このモダン１，１に前記耳朶５，５の表面に当接する保持体９，９を取り付
け、この耳朶５，５の裏面の前記モダン１，１の位置に、前記保持体９，９と協働する挟
持ストッパー２８，２８を設け、前記レンズ部３，３又は前記フロントフレーム４にディ
スプレイ１４が設けられた形状に成されている。
【０００６】
特許文献３は、出願人が先に取得している発明の名称「眼鏡」特許第５３６８６５７号で
あり、ブリッジ１６を介して、下向き傾斜の鼻パッドを省略して形成されているレンズ部
３，３又はフロントフレーム４と、このレンズ部３，３又はフロントフレーム４の両脇の
ヨロイとを介して、延長されているテンプル２，２の後にモダン１，１を取り付け、この
モダン１，１を、耳殻７，７の外側の形状に沿わせるとともに、その終端が耳朶５，５を
避けるように前方に湾曲され、その後、このモダン１，１が上方に延設されて上端と接合
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されることにより、このモダン１，１がリング状体と成されていて、このモダン１，１に
前記耳朶５，５の表面に当接する保持体９，９を取り付け、この耳朶５，５の裏面の前記
モダン１，１の位置に、前記保持体９，９と協働する挟持ストッパー２８，２８が設けら
れた形状に成されている。
【０００７】
本発明は、鼻パッド１７，１７を取り付けた眼鏡の鼻パッド１７，１７にかかる負担を軽
減して、安定して固定するために、左右のモダン１，１が左右側頭骨３１，３１及び左右
乳様突起３２，３２を挟持している。モダン１，１の終端に取り付けた保持体９，９を耳
朶５，５に当接させ、この耳朶５，５の裏面のモダン１，１の位置に、保持体９，９と協
働して耳朶５，５を挟持する挟持ストッパー２８，２８を設けている。保持体９，９と挟
持ストッパー２８，２８を連結している耳朶５，５の下端部の形状を、耳朶５，５に当接
しながら、耳朶５，５を包む湾曲形状にしている点が、上記の特許文献との相違点であり
、対比説明のできる文献ではありません。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
鼻パッドを取り付けた眼鏡を、長時間安定して保持するために、モダンを実装感の良い形
状にして、鼻の負担を軽減させ安定して固定することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
レンズ部又はフロントフレームの両脇のヨロイを介して、延長されているテンプルの後に
モダンを取り付け、このモダンを耳殻の外側の耳の付け根の形状に沿わせるとともに、こ
のモダンで左右側頭骨及び左右乳様突起を挟持し、モダンの最終端に取り付け、耳朶の表
面に当接している保持体と、耳朶の裏面から協働して耳朶を挟持している挟持ストッパー
と、耳朶の下端を包むように当接している湾曲部によって、耳朶を安定して拘束している
構成である。
【発明の効果】
【００１０】
本発明１の効果として、テンプル２，２の後に取り付けた左右のモダン１，１は、耳殻７
，７の外側の耳の付け根の形状に沿わせるとともに、左右側頭骨３１，３１及び左右乳様
突起３２，３２を挟持している。このモダン１，１に耳朶拘束体３８，３８が取り付けら
れ、この耳朶拘束体３８，３８に設けられている保持体９，９と挟持ストッパー２８，２
８と、この保持体９，９と挟持ストッパー２８，２８を連結している湾曲部３６が、協働
して耳朶５，５の表裏面と下方面から包み込んで拘束しているので、この耳朶５，５が変
形することなく、重いレンズ部３，３又は重いフロントフレーム４の負担を軽減させ、顔
面に触れずに浮いた状態で安定して掛けることができる。
【００１１】
本発明２の効果として、レンズ部３，３又はフロントフレーム４にディスプレイ１４、カ
メラ３７を設けることによって、ウエァラブル機器１５の機能を備えた眼鏡として、鼻の
負担を軽減させて使用することができる。
【００１２】
本発明３の効果として、モダン１，１の上端に、頭の形状に沿って斜め上方に延設した固
定具６，６の下方端を取り付けることにより、レンズ部３，３又はフロントフレーム４が
下がることを阻止して、鼻の負担を軽減させて眼鏡を保持する補助的な役割をしている。
【００１３】
本発明４の効果として、モダン１，１の終端に取り付けた保持体９，９と協働する挟持ス
トッパー２８，２８が、バネ３０，３０で付勢されているので、適宜の強さで耳朶５，５
を挟持して保持できる。眼鏡の着脱時には保持体９．９を外側に広げることが可能であり
便利である。
【００１４】
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本発明５の効果として、モダン１，１をテンプル２，２に折り重なる方向に、折り畳むこ
とにより、従来のメガネと同じサイズになる。コンパクトにして便利に使用することがで
きる。
【００１５】
本発明６の効果として、テンプル２，２又はモダン１，１に調整機構８，８を取り付け、
視力矯正の為に、レンズ部３，３と目との間の角膜頂点間距離を、正確に調整して決める
ことができる。
【００１６】
本発明７の効果として、モダン１，１の終端から接続部材２１、２１を上方に延設して、
耳の耳珠１０，１０を包み込むように形成した耳珠当接体２０，２０を取り付け、この耳
珠当接体２０，２０に天然鉱石，突起部を設けることにより、耳つぼを刺激し気の流れを
スムーズにして、メガネを掛けている間に耳つぼ効果が得られる。また、接続部材２１，
２１に補聴器１１，１１，イヤホーン１２，１２を取り付けることにより、メガネと補聴
器１１，１１，イヤホーン１２，１２を同時に使用することができる。ピアスやイヤリン
グの代わりに、モダン１，１，保持体９，９に装飾品１３，１３を取り付けてお洒落を楽
しむことができる。前方から見た場合、装飾品１３，１３は保持体９，９，モダン１，１
を隠しファッション性に優れた眼鏡になる。
【００１７】
本発明８の効果として、Ｄスキャナー又はデジタルカメラを使用して、製作する人の頭部
及び耳殻７，７をデータリングして、予め製作しておいた仮想のフレームデータを合成さ
せ、理想的な３Ｄイメージの眼鏡フレーム形状を作成し、このフレームのデータに基づい
て、其々の人の耳の形状に合致したフレームの製作が簡単にできる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明１の実施の形態の一例を示す斜視図、側面図、部分拡大図である。
【図２】本発明１の実施の形態の一例を示す後面図、部分拡大図である。
【図３】本発明２の実施の形態の一例を示す斜視図、側面図である。
【図４】本発明３の実施の形態の一例を示す斜視図、側面図である。
【図５】本発明４の実施の形態の一例を示す斜視図である。
【図６】本発明５の実施の形態の一例を示す側面図、正面図である。
【図７】本発明５の実施の形態の一例を示す側面図である。
【図８】本発明６の実施の形態の一例を示す説明図、側面図である。
【図９】本発明７の実施の形態の一例を示す平面図、斜視図である。
【図１０】本発明７の実施の形態の一例を示す斜視図である。
【図１１】本発明８の実施の形態の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明は、鼻パッド１７，１７を取り付けた眼鏡を、安定して掛けるために、モダン１，
１の形状は、耳殻７，７の外側の耳の付け根の形状に沿わせて延設させるとともに、左右
側頭骨３１，３１及び左右乳様突起３２，３２を挟持させ、耳朶５，５の表面に当接する
保持体９，９と、耳朶５，５の裏面に当接する挟持ストッパー２８，２８と、この挟持ス
トッパー２８，２８の下端に設けた湾曲部３６，３６が、一体となった耳朶拘束体３８，
３８の三方の当接面によって、耳朶５，５が拘束されて眼鏡が保持されている。眼鏡のレ
ンズ部３，３側を前方とし、モダン１，１側を後方としている。以下、本発明の実施の形
態について、図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００２０】
そこで、本発明の請求項１記載の眼鏡（以下、本発明１と言う）は、鼻パッド１７，１７
を取り付け、ブリッジ１６を介して、形成されているレンズ部３，３又はフロントフレー
ム４と、このレンズ部３，３又はフロントフレーム４の両脇のヨロイとを介して、延長さ
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れているテンプル２，２の後にモダン１，１を取り付け、このモダン１，１を耳殻７，７
の外側の付け根の形状に沿わせるとともに、該モダン１，１によって左右側頭骨３１，３
１及び左右乳様突起３２，３２が挟持されていて、さらに、その先端部に耳朶拘束体３８
，３８が取り付けられ、その耳朶拘束体３８，３８は、耳朶５，５の裏側の付け根に沿っ
て、耳朶５，５の裏面に当接する挟持ストッパー２８，２８の終端が、耳朶５，５の下端
に接しながら前方に湾曲して、該耳朶５，５の表面側に当接するように延設されていて、
その終端に保持体９，９を取り付け、この保持体９，９が前記耳朶５，５の表面に当接し
て、この保持体９，９と前記挟持ストッパー２８，２８の前記耳朶５，５の裏面に当接し
た部分とが協働して、前記耳朶５，５を表裏から挟持するように成されているとともに、
前記耳朶５，５の下端に接しながら、該耳朶５，５の表面側に延設している前記挟持スト
ッパー２８，２８の湾曲部３６，３６が、前記耳朶５，５によって拘束されていることを
特徴としている。
【００２１】
実施の形態の一例として、第１ａ図は、本発明１の耳朶拘束体３８，３８をモダン１，１
に取り付けた眼鏡の斜視図であり、第１ｂ図は、本発明１の眼鏡を掛けている人の側面図
であり、第１ｃ図は、本発明１の耳朶拘束体３８を耳朶５に嵌め込んだ耳の拡大図である
。
【００２２】
鼻パッド１７，１７を取り付け、ブリッジ１６を介して、形成されているレンズ部３，３
の両脇のヨロイとを介して、延長されているテンプル２，２の後にモダン１，１を取り付
け、このモダン１，１を耳殻７，７の外側の付け根の形状に沿わせ、その先端部に耳朶拘
束体３８，３８が取り付けられ、その耳朶拘束体３８，３８は、耳朶５，５の裏側の付け
根に沿って、耳朶５，５の裏面に当接する挟持ストッパー２８，２８の終端が、耳朶５，
５の下端部に接しながら前方に湾曲して、耳朶５，５の表面側に当接するように延設され
ていて、その終端に保持体９，９を取り付け、この保持体９，９が耳朶５，５の表面に当
接して、この保持体９，９と挟持ストッパー２８，２８の耳朶５，５の裏面に当接した部
分とが協働して、耳朶５，５を表裏から挟持するように成されているとともに、耳朶５，
５の下端に接しながら、耳朶５，５の表面側に延設している挟持ストッパー２８，２８の
湾曲部３６，３６が、耳朶５，５によって拘束されていることを示している。
【００２３】
実施の形態の一例として、第２ａ図は、本発明１のモダン１，１が挟持している側頭骨３
１と乳様突起３２及び耳の耳殻７と外耳孔３３の位置を示す頭蓋骨の後面斜視図である。
耳殻７の上方に側頭骨３１が位置し、耳殻７及び耳朶５の後方に乳様突起３２が位置する
。第２ｂ図は、本発明１の眼鏡を掛けた人の後面図であり、第２ｃ図は、本発明１のモダ
ン１を掛けている耳の後面図の部分拡大図である。モダン１，１を耳殻７，７の裏側の付
け根に沿って延設し、左右の乳様突起３２，３２を挟持しながら下方に延設し、耳朶５，
５の下端を包むように当接しながら前方に湾曲して、モダン１，１の最終端に取り付けた
保持体９，９と挟持ストッパー２８，２８が協働して耳朶５，５を挟持している。保持体
９，９と挟持ストッパー２８，２８を連結している湾曲部３６，３６で形成されている耳
朶拘束体３８，３８は縦断面が略Ｕ字状であり、耳朶５，５全体を下方から拘束すること
ができるので、耳殻７，７の付け根の全周縁にモダン１，１を当接させて挟持することに
よって、しっかりと眼鏡を固定することができる。
【００２４】
耳朶５，５は、側頭より僅かに突出して垂加した状態であり、一般的にピアスをする位置
と言う認識があり、痛みを感じにくい場所でもある。耳の下方にある耳朶５，５は柔らか
く浮いた状態であり、耳朶５，５の裏面と頭側の間には隙間が存在している。保持体９，
９が当接して押されても耳朶５，５が動かないようにするには、左右乳様突起３２，３２
を挟持している左右モダン１，１の耳朶５，５の裏面のモダン１，１の位置に、挟持スト
ッッパー２８，２８を取り付け、この挟持ストッパー２８，２８が耳朶５，５の裏面に当
接しているので、挟持ストッパー２８，２８は固定される。耳朶５，５、に当接している
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保持体９，９と挟持することにより、モダン１，１全体で眼鏡を保持することができる。
【００２５】
耳朶５，５は、耳朶拘束体３８，３８が適宜の強さで拘束することには問題ない。耳朶拘
束体３８，３８の形状は、人の耳朶５，５の形状が様々であるので限定しない。耳朶５，
５と同一色、同一形状にすることにより目立ちにくくできる。デザインによりピアスをし
ているように見える。
【００２６】
本発明で言う眼鏡は，老眼鏡，度付きメガネ，ＴＶ・映画用３Ｄメガネ，伊達メガネ，サ
ングラス，風防メガネ，カメラ３７を取り付けたメガネ，拡大鏡を入れたメガネ，ライト
を取り付けたメガネ，度数調整可能な液体レンズメガネ，剣道用メガネ，ウエアラブル機
器１５を取り付けたメガネ，スクリーンに表示される画像を観察するための画像観察用メ
ガネ，拡張現実（ＡＲ）機能を備えたメガネ，ヘッドバンドを取り付けた手術用メガネな
どである。
【００２７】
モダン１，１及び耳朶拘束体３８，３８の材質は、シリコン、ＣＰ、ポリエステル、アセ
テート、ＰＶＣ、ポリアミド、ニュクレル、形状記憶樹脂、スポンジ、ベータプラスチッ
クなどである。耳に接する部分及び耳朶拘束体３８，３８が耳朶５，５に接する部分は柔
軟な素材が適している。
【実施例２】
【００２８】
本発明の請求項２記載の眼鏡（以下、本発明２と言う）は、請求項１記載の眼鏡であって
、この眼鏡の前記レンズ部３，３又は前記フロントフレーム４に一個又は二個のディスプ
レイ１４及び／又はカメラ３７が設けられていることを特徴としている。
【００２９】
実施の形態の一例として、第３ａ図は、本発明１の鼻パッド１７，１７を取り付けた眼鏡
のフロントフレーム４にディスプレイ１４とカメラ３７を取り付けたメガネタイプのウエ
アラブル機器１５の斜視図であり、第３ｂ図は、ウエアラブル機器１５を取り付けた眼鏡
を掛けている人の側面図である。下向き傾斜の鼻パッド１７，１７を取り付け形成されて
いるフロントフレーム４の両脇のヨロイを介して、延長されているテンプル２，２の後に
モダン１，１を取り付け、このモダン１，１を耳殻７，７の外側の付け根の形状に沿わせ
るとともに、モダン１，１によって左右側頭骨３１，３１及び左右乳様突起３２，３２が
挟持されていて、さらに、その先端部に耳朶拘束体３８，３８が取り付けられていること
を示している。
【００３０】
ウエアラブル機器１５は現在開発中であり、軽薄短小に改良されるが、従来の下向き傾斜
の１７，１７のメガネタイプに取り付けた場合は、ウエアラブル機器１５の重量がフロン
トフレーム４にかかり、鼻根２２への負担が非常に大きい。しかし、本発明１の眼鏡型の
フロントフレーム４にウエアラブル機器１５を取り付けた場合、モダン１，１によって左
右側頭骨３１，３１及び左右乳様突起３２，３２が挟持されていて、このモダン１，１の
下端に取り付けた耳朶拘束体３８により、モダン１，１全体でウエアラブル機器１５を保
持することができる。ウエアラブル機器１５を保持する眼鏡として適している。
【００３１】
ウエアラブル機器１５とは、カメラ３７，マイク，スピーカー，インターネット接続を備
え、音声操作でＡＲメガネをかけて手ぶらで歩きながら、スケジュールや天気予報、交通
情報を調べたり、目的地へのルートを確認したり、友人とメールやビデオ通話で連絡を取
り合ったり、ユーザーの健康状態を知らせてくれたり、日常生活の中で目にしている情報
をディスプレイ１４上に表示することができる。ウェアラブルコンピューターは、出力デ
バイスであるディスプレイ１４を目の近くに付けるため、メガネのような形状が適してい
る。
【実施例３】
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【００３２】
本発明の請求項３記載の眼鏡（以下、本発明３と言う）は、前記モダン１，１の上端に、
頭の形状に沿って斜め上方に延設した固定具６，６の下方端が取り付けられていることを
特徴としている。
【００３３】
実施の形態の一例として、第４ａ図は、本発明３の固定具６，６の下端をモダン１，１の
上端に取り付けた眼鏡の斜視図であり、第４ｂ図は、本発明３の眼鏡を掛けている人の側
面図である。本発明１のモダン１，１の上端部に取り付けた固定具６，６は頭の形状に沿
って斜め上方に延設し、先端部が頭側に沿って、僅かに内側に湾曲することにより、左右
側頭骨３１，３１を挟持することができるので、レンズ部３，３が下がることを止め、鼻
への負担を軽減させ、眼鏡を保持する補助的な役割をしている。
【実施例４】
【００３４】
本発明の請求項４記載の眼鏡（以下、本発明４と言う）は、前記モダン１，１の終端に取
り付けた前記保持体９，９と前記挟持ストッパー２８，２８が、前記耳朶５，５を挟持す
るようにバネ３０，３０で付勢されていることを特徴としている。
【００３５】
実施の形態の一例として、第５ａ図は、本発明４の保持体９と挟持ストッパー２８が、耳
朶５をバネ３０で付勢していることを示す斜視図であり、第５ｂ図は、本発明４のバネ３
０を取り付けたモダン１の斜視図である。耳朶５に当接した保持体９と協働する挟持スト
ッパー２８がバネ３０で付勢されることにより、耳朶５を確実に挟持できる。バネ３０を
適宜の強さに調整することも可能であり、眼鏡を固定する役割をしている。バネ３０は弾
力性を有するプラスチックでも良い。
【００３６】
実施の形態の一例として、第５ｃ図は、本発明４のバネ３０が耳朶５を付勢している保持
体９を矢印が示すように外側に引いて、耳朶５に当接している保持体９を耳朶５から離し
たことを示す斜視図であり、第５ｄ図は、本発明４のバネ３０で耳朶５を付勢している保
持体９を、矢印が示すように外側に開いた状態を示すモダン１の斜視図である。このよう
な構成により、保持体９を僅かに外側に動かして簡単に眼鏡を着脱することができる。
【実施例５】
【００３７】
本発明の請求項５記載の眼鏡（以下、本発明５と言う）は、前記モダン１，１の上端が、
前記テンプル２，２の後に挿入した連結部材２５，２５の後又は前記テンプル２，２の後
に回動自在に軸支されていて、前記モダン１，１が前記テンプル２，２に折り重なる方向
に、折り畳めるように成されていることを特徴としている。
【００３８】
「テンプルに折り畳めるモダンを取り付けた眼鏡」とは、出願人が先に取得している特許
第５１９９５０９号、発明の名称「折り畳めるモダン」である。この特許は特許第４８２
４８３８号の「耳つぼメガネ」のテンプルの端部に、連結部材を固定又は摺動自在に取り
付け、この連結部材に、頭の形状に沿って斜め上方に延設した固定具の下方端が取り付け
られ、モダンの上方端が、回動自在に軸支されていて、テンプルに折り重なる方向に、折
り畳めるように成されている構成である。
【００３９】
実施の形態の一例として、第６ａ図は、本発明１のモダン１を連結部材２５に設けた軸２
４により回動自在にした眼鏡の側面図であり、第６ｂ図は、モダン１を略９０度テンプル
２に折り重なる方向に、折り畳んだ側面図であり、第６ｃ図は、モダン１をテンプル２，
２に折り重なる方向に折り畳んだ後、テンプル２，２を内側のレンズ部３，３側に折り畳
んだ状態を示す正面図である。本発明１のモダン１を前方に略９０度折り曲げてテンプル
２，２に折り重なるように折り畳むことができる。実施の形態の一例として、連結部材２
５，２５の軸２４，２４の部分にバネ丁番を取り付けるか、連結部材２５，２５に摺動可
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能な係止具を取り付け、モダン１，１側にスライドさせることによって、その展開状態を
保持させることができる。
【００４０】
実施の形態の一例として、第７ａ図は、本発明１のモダン１を連結部材２５に設けた軸２
４により回動自在にした眼鏡の側面図であり、第７ｂ図は、モダン１を略１８０度後方に
押し上げたことを示す側面図であり、第７ｃ図は、後方に押し上げたモダン１をテンプル
２に折り重なる方向に略２７０度回転させてテンプル２に折り重なるように折り畳んだこ
とを示す側面図である。第６ａ図で示したモダン１を折り畳んでいる方向とは反対方向に
、回転させて折り畳むことができる。この場合は係止具を使用することなく展開状態を保
持できる。
【００４１】
かかる構成により、眼鏡を仕舞う時、モダン１を前方又は後方に回転させながら折り曲げ
て畳むことにより、従来のメガネと同じ大きさとなりケースに収まる。
【００４２】
実施の形態の一例として、本発明の眼鏡の形状として、レンズ部３，３又はフロントフレ
ーム４の両脇のヨロイを介して、延長されているテンプル２，２は折り畳めるようになっ
ているが、レンズ部３，３又はフロントフレーム４の両脇のヨロイを取り付けずに一体成
型して眼鏡を製作することもできる。
【実施例６】
【００４３】
本発明の請求項６記載の眼鏡（以下、本発明６と言う）は、前記テンプル２，２又は前記
モダン１，１及び／又はパッド本体１７，１７付アーム１８，１８又は一体型パッド１９
，１９に、角膜頂点間距離が調整可能な調整機構８，８が設けられていることを特徴とし
ている。
【００４４】
実施の形態の一例として、第８ａ図，第８ｂ図は、本発明６の調整機構８，８をモダン１
，１に設けた説明図である。モダン１，１の上端に設けた連結部材２５，２５にテンプル
２，２を摺動自在に挿入し、適宜の位置でネジ２６，２６を締めて固定できることを示し
ている。第８ｃ図は、本発明６の調整機構８，８をテンプル２，２の前方に設けた側面図
である。テンプル２，２の前方に設けた連結部材２５，２５にテンプル２，２を摺動自在
に挿入し、適宜の位置でネジ２６，２６を締めて固定できることを示している。角膜頂点
間距離を調整することは、眼鏡の装用者にとって最も重要なことであり、レンズの性能に
大きく影響する。
【実施例７】
【００４５】
本発明の請求項７記載の眼鏡（以下、本発明７と言う）は、前記モダン１，１に、耳珠当
接体２０，２０，補聴器１１，１１，イヤホーン１２，１２，装飾品１３，１３の少なく
とも一つが取り付け可能となっていることを特徴としている。
【００４６】
実施の形態の一例として、第９ａ図は、本発明７の耳珠当接体２０が、モダン１に取り付
けた耳朶拘束体３８から接続部材２１を介して、耳珠１０に当接している斜視図である。
耳つぼの飢点を刺激して、耳つぼのダイエット効果がある。第９ｂ図は、本発明７の骨伝
導式のイヤホーン１２が、モダン１に取り付けた耳朶拘束体３８から接続部材２１を介し
て側頭に当接している斜視図である。
【００４７】
実施の形態の一例として、第９ｃ図は、本発明７の補聴器１１又はイヤホーン１２を、モ
ダン１の終端に取り付けた耳朶拘束体３８から、接続部材２１を介して取り付けた斜視図
である。第９ｄ図は本発明７の装飾品１３を、モダン１の終端に取り付けた耳朶拘束体３
８に取り付けた斜視図である。この装飾品１３によりモダン１の外観から見える部分を隠
すことができる。イヤリング，ピアスの代わりにイヤーポイントとして装飾品１３、宝飾
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品を耳朶拘束体３８やモダン１に取り付けてお洒落を楽しむことができる。
【００４８】
実施の形態の一例として、第１０ａ図は、本発明７の装飾品１３を着脱可能にするために
耳朶拘束体３８に２個のピン穴３４，３４を設けた斜視図であり、第１０ｂ図は、本発明
１のモダン１の耳朶拘束体３８に装飾品１３を取り付けた斜視図であり、第１０ｃ図は、
本発明７の装飾品１３を耳朶拘束体３８に取り付けるために、装飾品１３に２本のピン３
５，３５を取り付けたことを示している。
【００４９】
実施の形態の一例として、一個の耳朶拘束体３８に２個のピン穴３４，３４を取り付け、
多種類の装飾品１３の裏面に２本のピン３５，３５を設け、このピン３５，３５を差し込
むことにより、簡単に交換することができる。耳朶拘束体３８と装飾品１３を一体にして
製作することも可能である。耳朶５，５の下端を拘束している耳朶拘束体３８により、本
発明８の耳珠当接体２０，２０、骨伝導式のイヤホーン１２，１２、補聴器１１，１１、
装飾品１３，１３、イヤホーン１２，１２を安定して固定することができる。
【実施例８】
【００５０】
本発明の請求項８記載の眼鏡（以下、本発明８と言う）は、前記耳殻７，７と、該耳殻７
，７に装着した仮の眼鏡フレームとの形状を３Ｄスキャナー又はデジタルカメラによって
３Ｄデータリングし、その３Ｄデータによって得られた前記耳殻７，７に、フィットした
理想的な眼鏡フレーム形状の合成に基づいて、其々の人の耳の形状に合致した眼鏡の製作
を行うことを特徴としている。
【００５１】
実施の形態の一例として、第１１図は、本発明８の眼鏡の製作方法を示した説明図である
。Ｄスキャナー又はデジタルカメラを使用して、製作する人の頭部及び耳殻７，７をデー
タリングして、その３Ｄデータをメガネ製作可能なデータに変換させ、その頭部及び耳殻
７，７のデータに、予め製作しておいた仮想のフレームデータを合成させ、その耳殻７，
７にフィットさせて理想的な３Ｄイメージの眼鏡フレーム形状を作成し、このフレームの
データに基づいて、其々の人の耳の形状に合致したフレームを３Ｄプリンターで簡単に製
作できる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
以上のように、本発明の前方下向き傾斜の鼻パッド１７，１７を取り付けた眼鏡は、テン
プル２，２の後に回動自在に設けたモダン１，１を、折り畳めることでコンパクトとなる
。モダン１，１に取り付けた装飾品１３，１３により、前方から見た場合、耳朶拘束体３
８，３８は隠れるので、ファッション性に優れた眼鏡である。モダン１，１で左右側頭骨
３１，３１及び左右乳様突起３２，３２を挟持させ、耳朶拘束体３８，３８を設けること
により、長期間眼鏡を掛けていても確実に固定され、鼻パッド１７，１７の負担を軽減さ
せて、実装感が良く安定して掛けることができる眼鏡として適している。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　モダン
　　２　　テンプル
　　３　　レンズ部
　　４　　フロントフレーム
　　５　　耳朶
　　６　　固定具    
　　７　　耳殻
　　８　　調整機構
　　９　　保持体
　１０　　耳珠
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　１１　　補聴器
　１２　　イヤホーン
　１３　　装飾品
　１４　　ディスプレイ
　１５　　ウエアラブル機器
　１６　　ブリッジ
　１７　　鼻パッド
　２０　　耳珠当接体
　２１　　接続部材
　２２　　鼻根
　２４　　軸
　２５　　連結部材
　２６　　ネジ
　２８　　挟持ストッパー
　３０　　バネ
　３１　　側頭骨
　３２　　乳様突起
　３３　　外耳孔
　３４　　ピン穴
　３５　　ピン
　３６　　湾曲部
　３７　　カメラ
　３８　　耳朶拘束体

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月27日(2014.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
レンズ部又はフロントフレームの両脇のヨロイを介して、延長されているテンプルの後に
モダンを取り付け、このモダンを耳殻の外側の耳の付け根の形状に沿わせるとともに、こ
のモダンで左右側頭骨及び左右乳様突起を挟持し、モダンの最終端に取り付け、耳朶の表
面に当接している保持体と、耳朶の裏面から協働して耳朶を挟持している挟持ストッパー
と、耳朶の下端を包むように当接している湾曲部が、耳朶を安定して拘束する構成である
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
本発明は、鼻パッド１７，１７を取り付けた眼鏡を、安定して掛けるために、モダン１，
１の形状は、耳殻７，７の外側の耳の付け根の形状に沿わせて延設させるとともに、左右
側頭骨３１，３１及び左右乳様突起３２，３２を挟持させ、耳朶５，５の表面に当接する
保持体９，９と、耳朶５，５の裏面に当接する挟持ストッパー２８，２８と、この挟持ス
トッパー２８，２８の下端に設けた湾曲部３６，３６が、一体となった耳朶拘束体３８，
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３８の三方の当接面によって、耳朶５，５を拘束するので、眼鏡が保持されている。眼鏡
のレンズ部３，３側を前方とし、モダン１，１側を後方としている。以下、本発明の実施
の形態について、図面を参照して説明する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
そこで、本発明の請求項１記載の眼鏡（以下、本発明１と言う）は、鼻パッド１７，１７
を取り付け、ブリッジ１６を介して、形成されているレンズ部３，３又はフロントフレー
ム４と、このレンズ部３，３又はフロントフレーム４の両脇のヨロイとを介して、延長さ
れているテンプル２，２の後にモダン１，１を取り付け、このモダン１，１を耳殻７，７
の外側の付け根の形状に沿わせるとともに、該モダン１，１によって左右側頭骨３１，３
１及び左右乳様突起３２，３２が挟持されていて、さらに、その先端部に耳朶拘束体３８
，３８が取り付けられ、その耳朶拘束体３８，３８は、耳朶５，５の裏側の付け根に沿っ
て、耳朶５，５の裏面に当接する挟持ストッパー２８，２８の終端が、耳朶５，５の下端
に接しながら前方に湾曲して、該耳朶５，５の表面側に当接するように延設されていて、
その終端に保持体９，９を取り付け、この保持体９，９が前記耳朶５，５の表面に当接し
て、この保持体９，９と前記挟持ストッパー２８，２８の前記耳朶５，５の裏面に当接し
た部分とが協働して、前記耳朶５，５を表裏から挟持するように成されているとともに、
前記耳朶５，５の下端に接しながら、該耳朶５，５の表面側に延設している前記挟持スト
ッパー２８，２８の湾曲部３６，３６が、前記耳朶５，５を拘束することを特徴としてい
る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
鼻パッド１７，１７を取り付け、ブリッジ１６を介して、形成されているレンズ部３，３
の両脇のヨロイとを介して、延長されているテンプル２，２の後にモダン１，１を取り付
け、このモダン１，１を耳殻７，７の外側の付け根の形状に沿わせ、その先端部に耳朶拘
束体３８，３８が取り付けられ、その耳朶拘束体３８，３８は、耳朶５，５の裏側の付け
根に沿って、耳朶５，５の裏面に当接する挟持ストッパー２８，２８の終端が、耳朶５，
５の下端部に接しながら前方に湾曲して、耳朶５，５の表面側に当接するように延設され
ていて、その終端に保持体９，９を取り付け、この保持体９，９が耳朶５，５の表面に当
接して、この保持体９，９と挟持ストッパー２８，２８の耳朶５，５の裏面に当接した部
分とが協働して、耳朶５，５を表裏から挟持するように成されているとともに、耳朶５，
５の下端に接しながら、耳朶５，５の表面側に延設している挟持ストッパー２８，２８の
湾曲部３６，３６が、耳朶５，５を拘束することを示している。
【手続補正５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
鼻パッド（１７，１７）を取り付け、ブリッジ（１６）を介して、形成されているレンズ
部（３，３）又はフロントフレーム（４）と、このレンズ部（３，３）又はフロントフレ
ーム（４）の両脇のヨロイとを介して、延長されているテンプル（２，２）の後にモダン
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（１，１）を取り付け、このモダン（１，１）を耳殻（７，７）の外側の付け根の形状に
沿わせるとともに、該モダン（１，１）によって左右側頭骨（３１，３１）及び左右乳様
突起（３２，３２）が挟持されていて、さらに、その先端部に耳朶拘束体（３８，３８）
が取り付けられ、その耳朶拘束体（３８，３８）は、耳朶（５，５）の裏側の付け根に沿
って、耳朶（５，５）の裏面に当接する挟持ストッパー（２８，２８）の終端が、耳朶（
５，５）の下端に接しながら前方に湾曲して、該耳朶（５，５）の表面側に当接するよう
に延設されていて、その終端に保持体（９，９）を取り付け、この保持体（９，９）が前
記耳朶（５，５）の表面に当接して、この保持体（９，９）と前記挟持ストッパー（２８
，２８）の前記耳朶（５，５）の裏面に当接した部分とが協働して、前記耳朶（５，５）
を表裏から挟持するように成されているとともに、前記耳朶（５，５）の下端に接しなが
ら、該耳朶（５，５）の表面側に延設している前記挟持ストッパー（２８，２８）の湾曲
部（３６，３６）が、前記耳朶（５，５）を拘束することを特徴とする眼鏡。
【手続補正書】
【提出日】平成26年7月25日(2014.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
そこで、本発明の請求項１記載の眼鏡（以下、本発明１と言う）は、鼻パッド１７，１７
を取り付け、ブリッジ１６を介して、形成されているレンズ部３，３又はフロントフレー
ム４と、このレンズ部３，３又はフロントフレーム４の両脇のヨロイとを介して、延長さ
れているテンプル２，２の後にモダン１，１を取り付け、このモダン１，１を耳殻７，７
の外側の付け根の形状に沿わせるとともに、該モダン１，１によって左右側頭骨３１，３
１及び左右乳様突起３２，３２が挟持されていて、さらに、その先端部に耳朶拘束体３８
，３８が取り付けられ、その耳朶拘束体３８，３８は、耳朶５，５の裏側の付け根に沿っ
て、耳朶５，５の裏面に当接する挟持ストッパー２８，２８の終端が、耳朶５，５の下端
に接しながら前方に湾曲して、該耳朶５，５の表面側に当接するように延設されていて、
その終端に保持体９，９を取り付け、この保持体９，９が前記耳朶５，５の表面に当接し
て、この保持体９，９と前記挟持ストッパー２８，２８の前記耳朶５，５の裏面に当接し
た部分とが協働して、前記耳朶５，５を表裏から挟持するように成されているとともに、
該耳朶（５，５）の表面側に延設している前記挟持ストッパー（２８，２８）の湾曲部（
３６，３６）が、前記耳朶（５，５）の下端に接しながら、前記耳朶（５，５）全体を下
方から拘束することを特徴としている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
鼻パッド（１７，１７）を取り付け、ブリッジ（１６）を介して、形成されているレンズ
部（３，３）又はフロントフレーム（４）と、このレンズ部（３，３）又はフロントフレ
ーム（４）の両脇のヨロイとを介して、延長されているテンプル（２，２）の後にモダン
（１，１）を取り付け、このモダン（１，１）を耳殻（７，７）の外側の付け根の形状に
沿わせるとともに、該モダン（１，１）によって左右側頭骨（３１，３１）及び左右乳様
突起（３２，３２）が挟持されていて、さらに、その先端部に耳朶拘束体（３８，３８）
が取り付けられ、その耳朶拘束体（３８，３８）は、耳朶（５，５）の裏側の付け根に沿
って、耳朶（５，５）の裏面に当接する挟持ストッパー（２８，２８）の終端が、耳朶（
５，５）の下端に接しながら前方に湾曲して、該耳朶（５，５）の表面側に当接するよう
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に延設されていて、その終端に保持体（９，９）を取り付け、この保持体（９，９）が前
記耳朶（５，５）の表面に当接して、この保持体（９，９）と前記挟持ストッパー（２８
，２８）の前記耳朶（５，５）の裏面に当接した部分とが協働して、前記耳朶（５，５）
を表裏から挟持するように成されているとともに、該耳朶（５，５）の表面側に延設して
いる前記挟持ストッパー（２８，２８）の湾曲部（３６，３６）が、前記耳朶（５，５）
の下端に接しながら、前記耳朶（５，５）全体を下方から拘束することを特徴とする眼鏡
。
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